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ガイドライン

内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン（第 ₂版）
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日本消化器内視鏡学会内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン委員会
1） 日本消化器内視鏡学会，2） 日本麻酔科学会，
3） 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野

要　　旨

消化器内視鏡分野における鎮静のニーズがさらに高まり日常診療において重要度の高い医療行為となっ
ている．この度，日本消化器内視鏡学会は日本麻酔科学会の協力のもと「内視鏡診療における鎮静に関
するガイドライン（第 2 版）」の作成にあたり，安全に検査・治療を遂行するためには何が問われている
かを実地診療における疑問や問題として取り上げた．そのうえで，20 項目のクリニカルクエスチョン
を決定した．作成にあたっては「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017」に従い，推奨の強さと
エビデンスの質（強さ）を示した．現在日常的に行われている消化器内視鏡診療（以下，内視鏡）にお
ける鎮静の臨床的疑問と問題に関して現時点でのステートメントを示すことができた．なお，この領域
における本邦からのメタアナリシスなど質の高い報告は少なく，専門家のコンセンサスを重視せざるを
得ない部分も多かった．また，鎮静に主に使用されているベンゾジアゼピン系の薬剤は保険適用外であ
るのが現状で，費用負担に関する不利益の検討ができなかった．また，診療ガイドライン作成にあたっ
て受益者である患者・市民の視点を反映することが今後の課題である．
なお，ガイドラインは現時点でのエビデンスの質（強さ）に基づいた標準的な指針であり，医療の現場
で患者と医療者による意思決定を支援するものである．よって，個々の患者の希望，年齢，合併症，社
会的状況，施設の事情や医師の裁量権によって柔軟に対応する必要がある．

Key words　�内視鏡診療／鎮静／鎮静前評価／モニタリング／トレーニング／監視解除基準／薬剤選択

１ ．内視鏡診療における鎮静に関するガイドライ
ン（第 ２版）作成にあたって

　「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライ
ン」の初版1），2） が 2013 年に刊行された．米国麻酔
科学会（ASA）は「非麻酔科医のための鎮静・鎮
痛薬投与に関する診療ガイドライン」を 2002 年に
改訂した3）．その中で，①術前患者評価，②患者
モニタリング，③鎮静担当者の確保とその訓練，
④緊急用機材の準備と薬剤投与，⑤薬剤投与方法
の原則，⑥回復期ケアの重要性を強調している．
今回の第 2 版は，「内視鏡診療における鎮静に関す

るガイドライン」初版の内容を生かしつつ新たな
作成委員によって「非麻酔科医のための鎮静・鎮
痛薬投与に関する診療ガイドライン」の挙げる重
要項目に準じて実地診療における疑問や問題とな
るトピックを取り上げた．そのうえで，クリニカ
ルクエスチョン（CQ）を決定し新しいエビデンス
を 集 積 す る こ と と し た． 作 成 に あ た っ て は

「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017」4）

に従い，evidence based medicine（EBM）に基づ
いたガイドライン作成を心がけた．
　診療ガイドラインに期待される役割は，診療，
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教育，研究そして医療政策への提案であることは
「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017」
にも明記されている．今回のガイドライン作成に
あたって本邦からのエビデンスが不足しているこ
とが明らかとなったテーマについては，優先度が
高い研究課題である．本邦における医療の質は，
医療機関や医療者の自主的な努力と医療保険制度
などの公的な仕組みによる影響も大きい．したがっ 
て，診療ガイドラインが提案する推奨が，医療保
険制度，医療政策の決定に際して配慮されること
が望ましいと考える．

２ ．ガイドライン作成の目的
　内視鏡は検査中心から治療の占める割合が増
え，機能温存の観点から根治性と同時に患者の
quality of life に貢献している．しかし，内視鏡治
療は比較的長い時間を要し侵襲的な要素も加わ

り，鎮静下での施行が求められてきた．また，患
者の価値観の変化や希望の多様性を鑑みると，検
査においてすら患者に我慢を強いる時代ではなく
非麻酔科医による鎮静薬投与が世界の潮流であ
る．本邦でもすでに鎮静薬を用いた内視鏡検査お
よび治療は一般的に行われている．今回のガイド
ライン作成の目的は，鎮静薬使用にあたっての安
全性の確保，鎮静薬使用の有用性および適切な鎮
静薬の選択について現時点でのエビデンスを示す
ことである．

３ ．ガイドライン委員会
　日本消化器内視鏡学会ガイドライン作成委員と
して，消化器内視鏡医 11 名，外部委員として麻酔
科医 1 名が作成を委嘱された．また，評価委員と
して消化器内視鏡医 5 名，麻酔科医 1 名，および
外部評価委員としてガイドライン作成論の専門家

日本消化器内視鏡学会ガイドライン委員会

　理事長 井上　晴洋（昭和大学江東豊洲病院消化器センター消化器外科診療）
　特別顧問 田尻　久雄（東京慈恵会医科大学先進内視鏡治療研究講座）
　担当理事 藤本　一眞（国際医療福祉大学医学部内科）
　委員長 藤本　一眞（国際医療福祉大学医学部内科）

内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン委員会

　作成委員長 後藤田卓志（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）
　作成委員 赤松　拓司（日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科）
 阿部清一郎（国立がん研究センター中央病院内視鏡科）
 島谷　昌明（関西医科大学内科学第三講座消化器肝臓内科）
 中井　陽介（東京大学医学部光学医療診療部）
 八田　和久（東北大学医学部消化器病態学分野）
 細江　直樹（慶應義塾大学医学部内視鏡センター）
 三浦　義正（自治医科大学内科学講座消化器内科学部門）
 宮原　良二（藤田医科大学病院国際医療センター）
 山口　太輔（国立病院機構嬉野医療センター消化器内科）
 吉田　直久（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

　外部作成委員 川口　洋佑（国立がん研究センター中央病院麻酔・集中治療科）

　評価委員長 福田　眞作（弘前大学医学部附属病院）
　評価委員 磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
 入澤　篤志［獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座］
 岩男　　泰（慶應義塾大学病院予防医療センター）
 浦岡　俊夫（群馬大学大学院医学系研究科内科学講座消化器・肝臓内科学）
 横田　美幸（がん研究会有明病院麻酔科）

　外部評価委員 中山　健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野）

Table 1　委員．
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1 名で評価を担当した（Table １ ）．

４ ．ガイドライン作成の基本方針
　本ガイドラインは「Minds 診療ガイドライン作
成マニュアル 2017」4） に準じて作成し，推奨の強
さとエビデンスの質（強さ）を示した（Table ２）．
現時点でエビデンスの質（強さ）の高い文献と専
門家のコンセンサスを統合して各項目の推奨の強
さを決めた．しかし，一定のエビデンスの質（強
さ）の評価は行っているものの，本邦の現状や医
療保険制度など社会的要請を考慮せざるを得ない
部分もあった．すなわち，①システマティックレ
ビューによるエビデンス総体を重視した診療指針
の作成，②エビデンスの質（強さ）と必ずしも相
関しない推奨の強さの決定を基本方針とした．本
ガイドラインの内容は，一般論として診療現場の
意思決定を支援する目的で作成され，日常臨床で

活用されてこそ本ガイドラインの意義が高まる．
ちなみに，本ガイドラインの内容は，医療訴訟の
根拠となるものではない．したがって，実際の診
療行為の結果については各診療担当者が責任を負
うものである．
　また，大きく変化する社会的背景や診療報酬改
訂を考慮すると，診療の内容や社会の要望などが
大きく変化することもありうるので，本ガイドラ
インの内容は数年で改訂されることが望ましい．

５ ．ガイドライン作成の手順および作成方法
　日本消化器内視鏡学会ガイドライン委員会のも
とに内視鏡診療における鎮静に関するガイドライ
ン委員会を設置し，日本麻酔科学会にも参加を求
め作成にあたることとした．まず，診療ガイドラ
インが取り上げる臨床上の課題（key clinical is‑
sues）として，鎮静薬の使用で得られる「益」に

推奨の強さ
　　１：強く推奨する
　　２：弱く推奨する（提案する）
　　なし：明確な推奨ができないもしくは推奨の強さを決められない

エビデンスの質（強さ）
　　Ａ：強い根拠に基づく
　　Ｂ：中程度の根拠に基づく
　　Ｃ：弱い根拠に基づく
　　Ｄ：とても弱い根拠に基づく

Table 2　推奨の強さとエビデンスの質（強さ）．

Figure 1　鎮静下消化器内視鏡検査・治療のフローチャートと CQ 対応．
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No. クリニカルクエスチョン ステートメント 推奨の
強さ

エビデンス
の質（強さ）掲載頁

＜安全性の確保＞

CQ1 鎮静前評価は，適切・安全な鎮
静のために推奨されるか ?

適切な深度の鎮静，偶発症の予防のために，鎮静前の
病歴，全身状態の評価を行うことを推奨する． 1 C 1649

CQ2

合併症（COPD，心疾患，慢性
腎不全，肝硬変，向精神薬服用，
重症筋無力症など）患者，高齢
者および妊娠患者における鎮静
下内視鏡検査は安全か？

麻酔科や他診療科へのコンサルトも含めた術前評価を
十分に行い，基礎疾患に配慮した鎮静薬を選択するこ
とで鎮静下内視鏡検査を安全に行うことができる．

2 D 1651

CQ3 鎮静時の適切なモニタリングは
何か？

鎮静時の適切なモニタリングとは，患者の意識レベル，
呼吸動態，循環動態の継続的なモニタリングである． 1 B 1654

CQ4 鎮静下内視鏡を行う際に，監視
専任者は必要か？

軽い鎮静もしくは中等度の鎮静下においては 1 名の監
視者，高難度内視鏡においては 1 名以上の監視専任者
を配置することが望ましい．

2 D 1656

CQ5 鎮静下内視鏡の監視解除の見極
めは？

監視解除（退出）基準は確立されていないが，患者の
意識レベル，呼吸動態，循環動態を評価し判断する． 2 D 1657

CQ6
内視鏡医・内視鏡室スタッフに
対する鎮静のトレーニングは推
奨されるか ?

鎮静に関与する内視鏡医・内視鏡スタッフに対して鎮
静のトレーニングを行うことを提案する． 2 D 1658

CQ7 緊急内視鏡における適切な鎮静
法は？

緊急対応ができる環境下で，確実なモニタリングを行
い拮抗薬のある鎮静薬もしくは半減期の短い鎮静薬を
使用することを提案する．

2 D 1659

＜鎮静の有用性＞

CQ8 鎮静は経口的な内視鏡に寄与す
るか？

経口的内視鏡の受容性や満足度を改善し，検査・治療
成績向上に寄与する． 2 A 1661

CQ9 鎮静は経肛門的な内視鏡に寄与
するか？

経肛門的内視鏡時の不安・疼痛軽減，満足度上昇に貢
献し，検査・治療成績向上に寄与する． 2 C 1662

＜薬剤の選択＞

CQ10
経口的な内視鏡検査において，
適切なベンゾジアゼピン系薬剤
は何か？

ミダゾラム，ジアゼパム，フルニトラゼパムのうち鎮
静効果および患者の満足度からミダゾラムの使用を提
案する．

2 C 1663

CQ11
経肛門的な内視鏡検査におい
て，適切なベンゾジアゼピン系
薬剤は何か？

ミダゾラム，ジアゼパム，フルニトラゼパムのうち鎮
静効果および患者の満足度からミダゾラムの使用を提
案する．

2 C 1665

CQ12
経口的な内視鏡治療を受ける場
合の適切なベンゾジアゼピン系
薬剤は何か？

ベンゾジアゼピン系薬剤の選択に関するエビデンスは
なく，適切な薬剤は確立していない． なし D 1666

CQ13
経肛門的な内視鏡治療を受ける
場合の適切なベンゾジアゼピン
系薬剤は何か？

ベンゾジアゼピン系薬剤の選択に関するエビデンスは
なく，適切な薬剤は確立していない． なし D 1667

CQ14
鎮静下内視鏡においてベンゾジ
アゼピン系薬剤の推奨量を超え
ても適切な鎮静深度が得られな
い場合の対応は？

ベンゾジアゼピン系薬剤のみを使用している場合は鎮
痛薬（ペチジン塩酸塩，ペンタゾシン）の追加を検討
する．脱抑制と思われる状態を認めた場合は拮抗薬を
投与し覚醒下での施行または検査・処置の延期を検討
する．

2 D 1668

CQ15 経口的な内視鏡時に鎮静薬に加
えて鎮痛薬の使用は有用か？

ERCP において，鎮静薬に加えて鎮痛薬の使用は有用
である．その他の内視鏡においては，鎮静薬に加えて
鎮痛薬の使用は有用な場合もある．

2 B 1669

CQ16 経肛門的な内視鏡時に鎮静薬に
加えて鎮痛薬の使用は有用か？

経肛門的な内視鏡においては，鎮静薬に加えて鎮痛薬
の使用は有用な場合もある． 2 C 1672

CQ17 内視鏡におけるプロポフォール
の有用性は何か？

適切なモニタリング下で使用されれば偶発症は増加せ
ず，回復・離床時間が短く，長時間手技の中断率が低
く，医師・看護師・患者満足度が高い点である．

2 A 1674

CQ18
内視鏡室での非麻酔科医による
プロポフォールの使用は可能
か？

鎮静深度に十分注意し ASA-PS 分類ⅠまたはⅡの患
者に限れば，気道確保などの訓練を受けた医師による
プロポフォール使用は可能である．

2 A 1675

CQ19
デクスメデトミジン塩酸塩は長
い鎮静が必要となる内視鏡治療
時の鎮静に有用か？

長い鎮静が必要となる内視鏡治療時の鎮静に有用であ
る． 1 B 1677

CQ20 鎮静・鎮痛施行例では拮抗薬の
使用を推奨するか？

ベンゾジアゼピン系薬剤およびオピオイド性鎮痛薬に
より誘発された呼吸抑制に対する拮抗薬として，それ
ぞれフルマゼニルおよび塩酸ナロキソンの使用を推奨
する．

2 B 1679

Table 3　CQ・ステートメント一覧．
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よって検査・治療の完遂率の向上と苦痛や不安の
解消が得られるかどうかを挙げた．さらに，鎮静
薬の使用による偶発性などの「害」が惹起される
可能性が高まるかどうかをアウトカムとした．な
お，今回のガイドライン作成にあたって費用負担
などの不利益については評価に加えていない．理
由は，内視鏡で使用されている鎮静薬のうちデク
スメデトミジン塩酸塩のみで保険償還が可能で，
その他はいずれも適応外であること，および使用
した鎮静薬の査定状況に地域差があり統一した評
価が困難であったためである．
　このような背景を考慮して，鎮静薬使用時の現
場の体制や教育による事故防止への寄与も重要臨
床課題に加え，作成委員が PICO（P：Patients/
Problem/Population，I：Interventions，C：Com‑
parisons/Controls/Comparators，O：Outcomes）
を示した総数 83 個の CQ を集めた．これら CQ
の内容を現時点の臨床での使用状況の観点から 2
回の検討を行い，さらに修正を行ったうえで最終
的に 20 個の CQ を作成した（Figure １，Table ３）．
最終の CQ 決定の際，「内視鏡診療における鎮静に
関するガイドライン」初版1） で示されており，か
つ新しいエビデンスが得られる可能性の低い自明
の CQ については割愛した．第 2 版で新規に採用
した CQ は，CQ 14，15，16，17，18，19 である．
　CQ ごとにキーワードを抽出し検索式を決定し
て 1990 年から 2019 年（検索日：2019 年 6 月 9 ～
12 日）までの期間で PubMed，Cochrane Library
および医中誌 Web の各データベースから系統的
な文献検索を行った．不足の文献に対してはハン
ドサーチも採用した．検索した文献を評価し必要
な文献を採用し，各 CQ に対するステートメント
と解説文を作成した．そして，作成委員は各担当
分野の文献のエビデンスレベルおよびステートメ
ントに対する推奨の強さを「Minds 診療ガイドラ
イン作成マニュアル 2017」4） に従って設定した．
作成されたステートメントと解説文を用いて CQ
形式のガイドラインを作成し，ステートメント案

に対して作成委員と評価委員の合計 17 名により
修正 Delphi 法5） に準じて無記名独立投票を行っ
た． 修 正 Delphi 法 は，1-3： 非 合 意，4-6：不
満，7-9：合意，とする 9 段階の数字から 1 つを選
択し，中央値が 7 以上でステートメントとして採
用した（Table ４ ）． 6 点以下の評価の場合は，
十分に議論したうえでステートメントあるいは推
奨の強さを修正し，合意の水準に達するまで投票
を繰り返した．完成したガイドライン案は評価委
員の評価を受けたうえで修正を加えた後に学会会
員に公開され，パブリックコメントを求めたうえ
でその結果に関する議論を経て本ガイドラインは
完成した．
　なお，今回のガイドライン作成において，ガイ
ドライン作成グループはシステマティックレ 
ビューチームも兼務した．

６ ．初版と第 ２版の対応
　「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライ
ン」初版1） の CQ と対応するステートメントを参
考のために示す（Table ５ ）．第 2 版の CQ との
対応も併せて表記する．初版の CQ 1 と CQ 6 は
公知のことであり，第 2 版では採用しなかった．
Figure １ の臨床フローチャートも参考に対応し
ていただきたい．第 2 版で新たに加えた CQ は，
CQ 14，15，16，17，18，19 である．なお，初版
のエビデンスレベルと推奨グレードは「Minds 診
療ガイドライン作成の手引き 2007」6） に従って作
成されている（Table ６ ）．

７ ．ガイドライン公開後に取り組むべき事項（積
み残した課題）

　診療ガイドラインに期待される役割は，診療，
教育，研究そして医療政策への提案であることは

「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2017」4）

にも明記されている．今回のガイドライン作成に
あたって本邦からのエビデンスが不足しているこ
とが明らかとなったテーマについては，優先度が
高い研究課題である．
　また，内視鏡で使用されているほとんどの薬剤
は保険の適用外である．つまり，公知として一般
臨床で広く使用されているだけであり，使用され
た鎮静薬が査定されるかどうかには地域差などが
介在し，鎮静薬に関与した重大事故が発生した場

1-3 非合意

4-6 不満

7-9 合意

Table 4　修正 Delphi 法による同意の度合い．
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クリニカルクエスチョン ステートメント エビデンス
レベル 推奨度 第 2 版 CQ

CQ1：鎮静薬使用に関する
考え方とガイドラインの立
場は？

・ 内視鏡診療における鎮静は，医師がその必要性を勘
案し，十分なインフォームド・コンセントのもと
に，患者の意思と同意に基づいて行うものである．

・ 本ガイドラインは，内視鏡診療時の鎮静を勧奨する
ものではなく，鎮静を実施する場合の適正な方法に
関する指針である．

なし なし なし

CQ2：内視鏡への不安や不
快感の強い患者に対し，鎮
静は有用か？

内視鏡診療において鎮静は，患者の不安や不快感を取
り除き，内視鏡診療に対する受容性や満足度を改善す
る効果がある．

Ⅰ B CQ8，CQ9（経
口 的 と 経 肛 門
的に分けた）

CQ3：鎮静は検査の完遂率
や検査の質および治療成績
の向上に寄与するか？

鎮静は内視鏡医の観点からも，検査の完遂率や検査内
容および治療成績の向上においても有用である．

Ⅰ B CQ8，CQ9（経
口 的 と 経 肛 門
的に分けた）

CQ4：鎮静による偶発症と
その防止対策は？

a． 鎮静を併用することによる偶発症としては呼吸抑
制，循環抑制，徐脈，不整脈，前向性健忘，脱抑
制，吃逆などが挙げられる．

Ⅳb CQ1

b． 鎮静の実施にあたっては，特に呼吸循環器系への
影響に十分注意し，人員や機器設備の確保，モニ
タリングが重要である．

Ⅳb B CQ3，CQ4，CQ6
（トレーニング
も加えて，より
具体的にした）

CQ5：患者の適切な観察法
とは？

鎮静下で内視鏡を施行する場合，患者の視診，意識レ
ベルと呼吸循環動態の適切な監視が重要である．内
視鏡手技終了後も覚醒までの間は患者監視を継続す
る．

Ⅳb B CQ4，CQ5

CQ6：意識下鎮静は内視鏡
診療において至適鎮静レベ
ルか？

通常内視鏡検査における妥当な鎮静レベルは中等度
鎮静（意識下鎮静），すなわち『問いかけまたは触覚
刺激に対して意図して反応でき，呼吸循環機能と気道
防御反射は維持されている状態』である．

Ⅰ A なし

CQ7：上部消化管内視鏡検
査において，鎮静が必要と
判断された場合，至適な鎮
静を得るための薬剤選択
は？

ベンゾジアゼピン系薬剤によって上部消化管内視鏡
検査における至適な鎮静を得ることが可能である．

Ⅰ C1 CQ10

CQ8：大腸内視鏡検査にお
いて，鎮静が必要と判断さ
れた場合，至適な鎮静を得
るための薬剤の選択は？

疼痛を伴う頻度が高くなる大腸内視鏡検査では，鎮静
の選択肢としてベンゾジアゼピン系薬剤単独，塩酸ペ
チジンなどの鎮痛薬単独，ベンゾジアゼピン系薬剤＋
鎮痛薬などが挙げられる．

Ⅱ C1 CQ11

CQ9：治療内視鏡（ERCP
を含む）において，鎮静が
必要と判断された場合，至
適な鎮静を得るための薬剤
の選択は？

疼痛や苦痛を伴う頻度が高く，かつ長時間の鎮静が必
要となる内視鏡治療（ERCP を含む）では鎮静の選択
肢として，ベンゾジアゼピン系薬剤単独，塩酸ペチジン
などの鎮痛薬単独，ベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬
などが挙げられる．また，長時間安定した鎮静を得る必
要がある内視鏡治療では全身麻酔が選択肢となる．

Ⅳa B CQ12，CQ13（経
口 的 と 経 肛 門
的に分けた）

CQ10：緊急内視鏡時に鎮
静は必要か？

緊急内視鏡時には，安全性と確実性の観点から，鎮静
下での処置が必要となることが多い．また，鎮静実施
の有無に関わらず，安全性確保の観点から生体監視モ
ニター使用が望ましい．

Ⅱ B CQ7

CQ11：高齢者を対象とし
た内視鏡診療時の鎮静は？

高齢者の鎮静については，非高齢者に準じた鎮静薬を
投与量に配慮して使用する．ただし，非高齢者以上に
術中および術後の慎重な監視が求められる．

Ⅳb C1 CQ2（合併症併
存 患 者 へ の 対
応も追加した）

CQ12：鎮静施行例におい
て拮抗薬の投与は有用か？

a． フルマゼニルは，ジアゼパム系薬剤により誘発さ
れた内視鏡診療時の呼吸抑制の緊急回避および覚
醒時の全身状態を早急に確認するために有用である．

Ⅱ B CQ20

b． 塩酸ナロキソンは，オピオイド性鎮痛薬により誘
発された内視鏡診療時の呼吸循環抑制を回避する
ために有用である．

Ⅰ A CQ20

Table 5　内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン初版のまとめ．
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合の責任の所在は不明確である．また，今回のガ
イドライン作成でも明らかになったが，内視鏡治
療では鎮静薬あるいは全身麻酔を使用しない状態
では患者の不利益が大き過ぎるため実施不可能で
あり，鎮静薬使用と不使用の比較試験が存在しな
かった．
　一方で，残念ながら内視鏡時の鎮静に対する保
険適用の承認を取得している薬剤はほとんどな
く，主にベンゾジアゼピン系の薬剤が適応外で使
用されているのが現状である．つまり，鎮静薬の
使用が患者（＝受益者）に対して「益」が示され
たとしても，医療提供者（＝施設および内視鏡施
行医）にとっては費用負担や重大事故発生時に責
任が問われるなど不利益となっているのが本邦の
現状である．本ガイドラインは消化器内視鏡とい
う一般的な医療行為に対するもので，すべての日
本国民が受益者となりうる．費用的にも，日本の
国家予算を揺るがすような甚大な経費を要すると
も考えがたい．“ 個人として社会として，得られ
るものとそのための対価 ” を誰が負担するか，鎮
静薬使用下における安全性の観点からも医療保険
制度などの医療制度，医療政策の決定に際して配
慮されることが待たれる．
　また，胃内視鏡検診において日本消化器がん検
診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診
マニュアル 2015 年度版」7） では鎮静薬の使用は推
奨されていない．今後，検診受診者を増やすため
にも胃内視鏡検診における鎮静薬使用についての
議論は行政および日本消化器がん検診学会ととも
に行っていく課題と考える．さらに，今後は日本

麻酔科学会とも協力して「日帰り麻酔の安全のた
めの基準」に，入院ベッドの確保ができない，あ
るいは麻酔科医が常駐していない施設でも鎮静下
内視鏡が安全に施行できる運用方法などの提言も
期待したい．
　今回のガイドライン第 2 版では，利用対象とし
て内視鏡を用いた検査および治療を行う機会のあ
る医療提供者を想定している．しかし，医療者か
らの視点だけではなく，診療ガイドライン作成に
患者・市民の視点を反映することが非常に重要で
ある．「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル
2017」でもガイドライン作成への患者・市民参加
の必要が明記されているが，今回の作成において
はその準備が間に合わなかった．内視鏡の中でも
特に検査や検診においては，ガイドラインの対象
集団の価値観や希望を可能な限り取り込んでいく
ことが次回改訂時の課題と考える．そのために
は，患者参加のための教育・研修をはじめとした
準備が必要になる．英国の国立医療技術評価機 
構（National Institute for Health and Care  
Excellence）のような患者・市民参加を促すプロ
グラムを提供し，診療ガイドライン作成への参加
を支援することも学会として今後必要となる．

８ ．対象とガイドライン利用者
　本ガイドラインの対象者は，内視鏡を用いた検
査および治療を受ける患者である．なお，今回の
ガイドラインでは小児は対象外とした．本ガイド
ラインの利用者は，内視鏡を施行する臨床医およ
びその指導者および内視鏡に関わる医療従事者で

推奨の強さ
　　Ａ：強い科学的根拠があり，行うよう強く勧められる
　　Ｂ：科学的根拠があり，行うよう勧められる
　　C1：科学的根拠はないが，行うよう勧められる
　　C2：科学的根拠がなく，行わないよう勧められる
　　Ｄ：無効性あるいは害を示す科学的根拠があり，行わないよう勧められる

エビデンスレベル
　　Ⅰ：システマティックレビュー/メタアナリシス
　　Ⅱ：１つ以上のランダム化比較試験による
　　Ⅲ：非ランダム化比較試験による
　　Ⅳb：分析疫学的研究：症例対照研究，横断研究
　　Ⅴ：記述研究（症例報告やケースシリーズ）
　　Ⅵ：患者データに基づかない，専門委員会や専門家個人の意見

Table 6　エビデンスレベルと推奨グレード．
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ある．医療の現場で患者と医療者による意思決定
を支援するために利用する．なお，ガイドライン
は現時点でのエビデンスに基づいた標準的な指針
であり，医療の現場で患者と医療者による意思決
定を支援するものである．よって，個々の患者の
希望，年齢，合併症，社会的状況，施設の事情や
医師の裁量権によって柔軟に対応する必要がある．

９ ．利益相反
　本ガイドライン作成委員，評価委員の利益相反
に関して各委員には下記の内容で申告を求めた．
　本ガイドラインに関係し，委員個人として何ら
かの報酬を得た企業・団体について：
報酬（100 万円以上），株式の利益（100 万円以上，
あるいは 5 ％以上），特許使用料（100 万円以上），
講演料等（50 万円以上），原稿料（50 万円以上），
研究費，助成金（100 万円以上），奨学（奨励）寄
付など（100 万円以上），企業などが提供する寄附
講座（100 万円以上）研究とは直接無関係なもの
の提供（ 5 万円以上）

　後藤田卓志（講演料：富士フイルム），阿部清一
郎（講演料：ボストン・サイエンティフィック ジャ
パン，研究費・助成金：オリンパス，富士フイル
ム），細江直樹（研究費・助成金：オリンパス），
三浦義正（寄付講座：富士フイルムメディカル），
磯本　一（講演料：武田薬品工業，第一三共製薬，
奨学寄付：大塚製薬，日本イーライリリー），入澤
篤志（奨学寄付：武田薬品工業，EA ファーマ，

アッヴィ），藤本一眞（講演料：ツムラ，EA ファー
マ，アストラゼネカ，第一三共，奨学寄付：アス
トラゼネカ，第一三共，アステラス，武田薬品工
業，EA ファーマ，旭化成メディカル），井上晴洋

（特許使用料：オリンパス，講演料：オリンパス，
武田薬品工業，奨学寄付：オリンパス，ボストン・
サイエンティフィック ジャパン，武田薬品工業）

１0．資金
　本ガイドライン作成に関係した費用は，日本消
化器内視鏡学会が負担しており，他企業からの資
金提供はない．

１１．鎮静・鎮痛の定義と運用
１ ）鎮静の定義
　鎮静（sedation）とは，投薬により意識レベル
の低下を惹起することである．一方，鎮痛（anal‑
gesia）は意識レベルの低下を来さずに痛みを軽減
することであり，鎮痛と鎮静は明確に区別され
る．なお，オピオイド性鎮痛薬は鎮痛とともに軽い
鎮静効果を発揮するので，今回のガイドラインでの
鎮静にはオピオイド性鎮痛薬も含めて検討する．

２ ）鎮静レベルの定義
　本邦で独自に制定した鎮静レベルの定義がない
ため，ASA の鎮静・麻酔レベルとその定義を採用
する（Table ７ ）3）．

軽度鎮静＝不安除去
minimal sedation

中等度鎮静/鎮痛
＝意識下鎮静

moderate sedation/
analgesia；conscious 

sedation

深い鎮静/鎮痛
deep sedation/analgesia

全身麻酔
general anesthesia

反応 問いかけに正常に反応 問いかけまたは触覚刺激に
対して意図して反応できる

繰り返しまたは痛みを
伴う刺激に反応できる

疼痛刺激にも
反応しない

気道 影響なく正常 処置を必要としない 気道確保が必要なことが
ある 気道確保が必要

自発呼吸 影響なく正常 適切に維持 障害される 消失する

心血管機能 影響なく正常 通常維持されている 通常維持されている 障害されうる

Table 7　米国麻酔科学会　鎮静・麻酔の分類．

*  内視鏡検査および治療の目的で行われる鎮静は主に中等度鎮静/鎮痛（意識下鎮静）moderate sedation（conscious seda‑
tion）である
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３ ）鎮静レベルの簡便な判定法
　鎮静麻酔の深度を判断する方法として Ramsay
鎮静スコアが汎用されている（Table ８ ）8）．

１２．薬剤の種類，作用機序と効能一覧（Table ９ ）
Ⅰ．催眠鎮静薬
Ａ．ベンゾジアゼピン系薬剤
　ベンゾジアゼピン系薬剤［ジアゼパム（セルシ
ン®，ホリゾン®），ミダゾラム（ドルミカム®），フ
ルニトラゼパム（サイレース®，ロヒプノール®）］
の一般的な特徴として，①生理学的 pH では高い

脂溶性のために中枢神経作用は速やかである． 
②代謝は肝ミクロゾームによる酸化反応，グルク
ロン酸抱合による．③催眠作用，鎮静作用，抗不
安作用，健忘作用，抗痙攣作用，筋弛緩作用を有
する．投与量によって刺激に対して反応がみられ
る状態から，意識レベル，反射の抑制が生ずる麻
酔のレベルまで様々である．抗不安作用は gam‑
ma aminobutyric acid（GABA）のレセプター占
拠率 20％以下で生じ，鎮静作用は 30～50％，意識
障害は 60％以上で生じる．④呼吸への影響とし
て，静脈麻酔にみられるように中枢神経抑制が用

Ramsay 鎮静スコア 反応

1 不安そう　いらいらしている　落ち着かない

2 協力的　静穏　見当識がある

3 命令にのみ反応する

4 傾眠　眉間への軽い叩打または強い聴覚刺激にすぐ反応

5 傾眠　眉間への軽い叩打または強い聴覚刺激に緩慢に反応

6 刺激に反応せず

Table 8　Ramsay 鎮静スコア．

種類 薬剤（一般名） 効能

催眠鎮静薬 ベンゾジアゼピン系
　ジアゼパム 神経症における不安・緊張・抑うつ．次の疾患・状態における不安・興奮・

抑うつの軽減；麻酔前，麻酔導入時，麻酔中，術後，アルコール依存症の禁断
（離脱）症状，分娩時．てんかん様重積状態における痙攣の抑制

　ミダゾラム 麻酔前投薬，全身麻酔の導入および維持，集中治療における人工呼吸中の鎮
静，歯科・口腔外科領域における手術および処置時の鎮静

　フルニトラゼパム 不眠症．麻酔前投薬
デクスメデトミジン
塩酸塩

集中治療における人工呼吸中および離脱後の鎮静．局所麻酔下における非挿
管での手術および処置時の鎮静

オピオイド性
鎮痛薬

ペチジン塩酸塩 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮痙．麻酔前投薬．麻酔の補助，無痛分娩
フェンタニル 全身麻酔，全身麻酔における鎮痛．局所麻酔における鎮痛の補助．激しい疼痛

に対する鎮痛
拮抗性鎮痛薬 ペンタゾシン 次の疾患ならびに状態における鎮痛；各種癌，術後，心筋梗塞，胃・十二指腸

潰瘍，腎・尿路結石，閉塞性動脈炎，胃・尿管・膀胱検査器具使用時
麻酔前投薬および麻酔補助

静脈麻酔薬 プロポフォール 全身麻酔の導入および維持．集中治療における人工呼吸中の鎮静
拮抗薬 フルマゼニル ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静の解除および呼吸抑制の改善

塩酸ナロキソン オピオイド性鎮痛薬による呼吸抑制ならびに覚醒遅延の改善

Table 9　各種薬剤の種類．
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量 依 存 性 に み ら れ る． 二 酸 化 炭 素 応 答 曲 線
（PaCO2 が上昇すると換気が刺激される反応）の
傾きを低下させる．投与速度が速いほど呼吸抑制
は早期に強く起こる．慢性の呼吸器疾患を有する
患者では，より強い呼吸抑制が早期から生ずる．
⑤循環系への影響は非常に少ない．軽い末梢血管
抵抗の低下で軽度の血圧低下が起こる．低下は用
量依存性で生ずるが，ある濃度以上になるとそれ
以上の血圧低下は生じないといわれている．⑥オ
ピオイド性鎮痛薬との併用時には呼吸抑制は相互
的，相乗的に起こる．
1 ．ジアゼパム
1 ）薬理作用
　中枢神経系における抑制系神経伝達物質である
GABA の受容体を賦活することにより催眠作用，
鎮静作用，抗不安作用，健忘作用，抗痙攣作用，
筋弛緩作用を発揮する．
2 ）使用法
　催眠量以下の量で患者の不安感を取る．鎮痛効
果はないが，触覚と痛覚の区別ができなくなる状
態にするといわれている．単独投与では，静注 5 ～
10 mg が一般的に使用されている．
3 ）注意点
・副作用：徐脈，低血圧，呼吸抑制，運動失調，

薬疹，血栓性静脈炎，口渇などがある．
・一定の割合で血管痛がある．血栓性静脈炎を予

防するために，なるべく太い静脈から緩徐に投
与する．

・持続時間（半減期 35 時間）が長いので検査後の
患者のケアに注意が必要である．

・ 5 ～10 mg の投与でも呼吸抑制を生じるので
注意する．特に，肝障害や腎障害があると遷延
することが多く，呼吸停止も生じるので注意が
必要である．

・急性閉塞隅角緑内障患者や重症筋無力症患者は
禁忌である．

・高齢者では運動失調などが発現しやすいため，
少量から投与を開始する．

2 ．ミダゾラム
1 ）薬理作用
　中枢神経系における抑制系神経伝達物質である
GABA の受容体を賦活することによって催眠作
用，鎮静作用，抗不安作用，健忘作用，抗痙攣作
用，筋弛緩作用を発揮する．

2 ）使用法
　血管痛もなく，速効性，作用持続時間（ 2 ～ 6
時間）も短い．半減期はジアゼパムの 1/10 であ
る．0.02～0.03 mg/kg をできるだけ緩除注入する．
3 ）注意点
・副作用：嘔気，嘔吐，呼吸異常（一過性無呼吸，

舌根沈下による呼吸抑制），血圧低下，心室性頻
拍，アナフィラキシーショックなどがある．

・過剰投与による過鎮静，傾眠，錯乱，昏睡が疑
われた場合には，必要に応じて拮抗薬（フルマ
ゼニル）の投与を考慮する．

・プロポフォールとの併用で，麻酔・鎮静作用が
増強され収縮期血圧，拡張期血圧，平均動脈圧
および心拍出量が低下する．

・急性閉塞隅角緑内障患者や重症筋無力症患者は
禁忌である．

・高齢者で，麻酔薬や鎮痛薬，局所麻酔薬，中枢
神経抑制薬等を併用する場合は分割投与や，投
与量を減ずる．

3 ．フルニトラゼパム
1 ）薬理作用
　大脳辺縁系，大脳皮質，小脳などに分布する
GABA の受容体を賦活することによって抗不安
作用，抗痙攣作用，筋弛緩作用，鎮静作用，催眠
作用を発揮する．ジアゼパムの約 10 倍の力値を
有し，強力な催眠・鎮静作用を発揮する．半減期
は 7 時間であり，循環器系への影響はほとんどな
い．
2 ）使用法
　血管痛がジアゼパムに比べ少ない．使用法は，
0.004～0.03 mg/kg を 静 注 す る． 追 加 投 与 は，
0.002 mg/kg を静注で行う．
3 ）注意点
・副作用：呼吸抑制，依存性，過鎮静，興奮，前

行性健忘などがある．
・眠気，注意力・集中力・反射運動神経の低下を

来すことがあるため，自動車の運転など危険を
伴う機械の操作に従事させないように注意する．

・急性閉塞隅角緑内障患者や重症筋無力症患者は
禁忌である．

・高齢者では少量から開始するなど慎重に投与す
る．

・妊婦・授乳婦には投与しないことが望ましい．
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Ｂ．デクスメデトミジン塩酸塩（プレセデックス®）
1 ）薬理作用
　デクスメデトミジン塩酸塩はα2 アドレナリン
受容体の完全作動薬であり，青班核や脊髄が作用
部位である．鎮静作用，鎮痛作用，交感神経抑制
作用がある．呼吸抑制作用は軽微であり，気道確
保されていない症例でも安全性が高い．
2 ）使用法
　シリンジポンプを用いて持続静注する．維持投
与速度は，0.2～0.7μg/kg/hr を目安とするが，目
的とする鎮静度を得るために，より多量を必要と
する症例もある．効能効果として「局所麻酔下に
おける非挿管での手術及び処置時の鎮静」が取得
されている唯一の薬剤であり，診療報酬上内視鏡
で使用可能である．
3 ）注意点
・呼吸系については安全な薬物であるが，循環系

に関しては副作用が高頻度に発現するので注意
を要する．

・副作用として，血圧低下，徐脈，冠動脈痙攣な
どが発現することがあるので，慎重に投与する．

・高齢者では，他の薬物と同様に，鎮静作用や副
作用が強く発現することもあるので慎重に投与
量を調節する．

Ⅱ．オピオイド性鎮静薬
1 ．ペチジン塩酸塩
1 ）薬理作用
　モルヒネと同様にオピオイド受容体作動薬で，
中枢性鎮静作用を示し，その鎮痛効果はモルヒネ
の 1/5～1/10 である．モルヒネと比較して，本薬
の尿閉・便秘発現作用等は弱く，呼吸抑制は軽度
である．半減期は 4 時間である．
2 ）使用法
　 1 回 35～50 mg を皮下または筋注する．ある
いは緩除に静脈内に注射する．
3 ）注意点
・副作用：呼吸抑制，喘息発作の誘発，起立性低

血圧，頻脈，眠気，めまい，ふらつき，便秘，
排尿障害，胆道痙攣，嘔気・嘔吐などがある．

・急速に注射した場合，呼吸抑制，血圧下降，循
環障害，心停止等が現れることがある．オピオ
イド受容体拮抗薬（塩酸ナロキソンなど）や呼
吸の調節・補助設備のないところでは静脈内注

射は行ってはいけない．
・肝障害や腎障害により，本薬の効果が遷延する

可能性がある．
・高齢者では，低用量から投与を開始するなど患

者の状態を観察しながら，慎重に投与する．高
齢者では生理機能が低下しており，特に呼吸抑
制の感受性が高い．

2 ．フェンタニル
1 ）薬理作用
　強力な鎮痛作用を持つ高い力価（モルヒネの 50～
100 倍）の合成オピオイドである．投与直後より
外的刺激に対する深い鎮痛作用を示すとともに，
呼吸抑制，徐脈，その他のモルヒネ様作用（嘔気，
便秘，身体依存，迷走神経刺激効果，鎮静効果）
ももたらす．作用出現は迅速であり，作用時間は
30 分～ 1 時間と短いが，反復投与によって進行性
に蓄積していく．塩酸ナロキソンによって拮抗さ
れる．
2 ）使用法
　局所麻酔における鎮静補助として，1 ～ 3μg/kg
を静脈内に注射する．
3 ）注意点
・副作用：呼吸抑制，徐脈，血圧低下，筋硬直，

嘔気・嘔吐，尿閉などがある．
・肝臓で代謝されて排泄されるが，高齢者では肝

血流量が低下しているため，排泄が遅延して作
用時間が延長する可能性がある．

・妊産婦では母乳に移行しやすいので，授乳中の
母体への投与は避ける．

Ⅲ．拮抗性鎮痛薬
1 ．ペンタゾシン
1 ）薬理作用
　強力な鎮痛作用と弱いオピオイド拮抗作用を有
する．ペンタゾシンの鎮痛作用はモルヒネのおよ
そ 1/2～1/4 の効力を持つ．15～30 mg の静注で
中等度の鎮痛作用が生じる．
　静注後 15 分以内に最大鎮痛効果が起こる．
2 ）使用法
　使用法は，15 mg を静注する．追加投与は 15 mg
を静注で行う．
3 ）注意点
・副作用：呼吸抑制，血圧上昇，心拍数上昇，嘔

気・嘔吐，尿閉，痙攣などがある．
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・呼吸機能障害のある患者には，注意深く，低用
量を投与する．

・肝障害や腎障害には慎重に投与する．
・高齢者では高い血中濃度が持続する傾向等が認

められているので，低用量から投与を開始する
とともに，投与間隔を延長するなど慎重に投与
する．

Ⅳ．静脈麻酔薬（プロポフォール）
1 ）薬理作用
　覚醒の質がよく，悪心・嘔吐が少ない．代謝の
場は肝臓であるが，腎臓や肺にも代謝酵素が含ま
れており，このような代謝系が覚醒の良さを生ん
でいる．
2 ）使用法
　投与量は，0.5～2.0 mg/kg 静注で，少量では鎮
静，大量では麻酔を生じる．ミダゾラムに比べて
プロポフォールは鎮静と麻酔の幅が狭い．全血中
濃度は 3 相性で，各相の半減期は 2.6 分（t1/2α），
51.0 分（t1/2β）および 365 分（t1/2γ）である．
3 ）注意点
・副作用：呼吸抑制，循環抑制（徐脈，低血圧），

静注時の血管痛などがある．
・循環器障害のある患者および高齢者では，無呼

吸，低血圧，徐脈などの呼吸・循環器抑制が起
こる可能性があるので，少量を緩徐に投与する．

・ベンゾジアゼピン系薬剤との併用で，麻酔・鎮
静作用が増強され収縮期血圧，拡張期血圧，平
均動脈圧および心拍出量が低下する．

・高齢者ではプロポフォールの必要量は減少して
おり，血圧低下も起こりやすいので少量から緩
徐に使用する．

Ⅴ．拮抗薬
1 ．フルマゼニル
1 ）薬理作用
　中枢性ベンゾジアゼピン受容体に競合的に結合
し，ベンゾジアゼピン系薬物に対して拮抗作用を
示す特異的拮抗薬である．臨床的にはベンゾジア
ゼピン系薬物による鎮静，健忘，呼吸抑制に拮抗
効果を示す．半減期は約 50 分である．肝臓で速
やかに代謝されるために効果持続時間は短い．
2 ）使用法
　0.2 mg を用い，必要に応じて 0.1 mg 追加する

（総投与量 1.0 mg まで用いる）．
3 ）注意点
・副作用：臓器毒性，刺激性もなく安全性の高い

薬である．
・フルマゼニルは代謝が速いために時間とともに

ベンゾジアゼピン受容体占拠率が低下し，ベン
ゾジアゼピン系薬物の作用が再び出現し，再鎮
静が起こる．代謝の速いミダゾラムではこの現
象が起こりにくいが，他のベンゾジアゼピンで
は注意が必要である．

・てんかんなどの治療薬としてベンゾジアゼピン
を服用している患者に用いると，てんかん発作
が現れることがある．

・肝障害のある患者では薬物の作用消失時間が延
長するので，覚醒後も患者の状態を十分に観察
する．

・高齢者ではベンゾジアゼピン系薬物の作用に感
受性が高いのでより再鎮静のリスクが高く慎重
に投与する必要がある．

・妊婦に対する安全性は確立されていないので，
治療上の有益性が危険性を上回ると判断された
場合だけ投与する．

2 ．塩酸ナロキソン
1 ）薬理作用
　モルヒネ，ペンタゾシンなどの拮抗性鎮痛薬に
よる呼吸抑制に拮抗する．オピオイド受容体にお
いてオピオイドの作用を競合的に拮抗することに
より，これらの薬物に起因する呼吸抑制などの副
作用を改善する．半減期は 64 分である．90 分く
らいの拮抗が認められる．
2 ）使用法
　0.2 mg 1 回を用いる．効果が不十分であれば，
2 ～ 3 分間隔で 0.2 mg を 1 ～ 2 回追加投与する．
3 ）注意点
・副作用：肺水腫，胸部苦悶感，血圧上昇，心室

性頻脈，心室細動など．
・高齢者で高血圧，心疾患のある患者では，本薬

によってオピオイド等による抑制が急激に拮抗
されると血圧上昇，頻脈などを起こすことがあ
る．交感神経系の活動代謝ストレスを亢進する
とされている．

・塩酸ナロキソンは拮抗性鎮痛薬と比較して代謝
が速いために再鎮静が起こる可能性に留意する．

・塩酸ナロキソンの持つ有害作用は潜在的に生命
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に危険を及ぼすことから，安易な使用は推奨さ
れない．
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 1.  小原勝敏，春間　賢，入澤篤志ほか．内視鏡診療に 
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 2.  Obara K, Haruma K, Irisawa A et al.  Guidelines for 
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Endosc 2015；27：435-49.

 3.  American Society of Anesthesiologists Task Force 
on Sedation and Analgesia by Non-Anesthesiologists.  
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 4.  小島原典子，中山健夫，森實敏夫ほか．Minds 診療ガ
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 7.  日本消化器がん検診学会対策型検診のための胃内視鏡
検診マニュアル作成委員会．対策型検診のための胃内
視鏡検診マニュアル 2015 年度版．日本消化器がん検
診学会，東京，2016.

 8.  Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR et al.  Con‑
trolled sedation with alphaxalone-alphadolone.  Br 
Med J 1974；2：656-9.

１３．クリニカルクエスチョン（CQ）とステートメント
CQ １：鎮静前評価は，適切・安全な鎮静のために推奨されるか ?
ステートメント １：

適切な深度の鎮静，偶発症の予防のために，鎮静前の病歴，全身状態の評価を行うことを推奨する．
修正 Delphi 法による評価：中央値 9 ，最低値 5 ，最高値 9

推奨の強さ： 1 ，エビデンスの質（強さ）：C

解説：
　鎮静に関連する重篤な偶発症の頻度は低く，本
邦における消化器内視鏡関連の偶発症に関する第
6 回全国調査報告1） においても前処置に関連する
偶発症 472 件のうち鎮静に関連した偶発症は 219
件（46.5％），鎮静に関連した死亡数は前処置関連
死亡 9 件中 4 件（44.4％）である．総検査件数か
ら換算すると偶発症率 0.0013％，死亡率 0.000023
％とされ，以前の報告と比較しても減少傾向では
あるが死亡例も依然として報告されている．適切
な鎮静を行うためには，予定手技に応じた目標と
する鎮静の深度の把握とともに，鎮静関連の偶発
症2），3） と関係するとされる患者の全身状態や病
歴，合併症を事前に把握する必要がある．米国内
視鏡学会（ASGE）4） および ASA5） のガイドライン
にもあるように，Table １0 に事前に評価すべき
項目を挙げた．同様に身体所見として，バイタル
サイン，心音・呼吸音の聴診，ベースラインの意
識状態，気道評価を推奨している．気道評価につ
い て は，Figure ２ に 示 す modified Mallampati 
score6），7） が用いられることが多い．全身状態の
評価には，ASA 術前評価分類［ASA physical 
status（PS）classification，Table １１］の有用性

が以前から報告されており，ASGE4） および ASA5）

のガイドラインでは ASA-PS 分類Ⅳ以上の患者，
欧州麻酔科学会（ESA）ガイドライン8） では ASA-
PS 分類Ⅲ以上の患者の偶発症のリスクが高いた
め，麻酔科へのコンサルテーションが推奨されて
いる．その他の鎮静に関するリスク因子として
ESA ガイドライン8） では，心疾患・閉塞性睡眠時
無呼吸・高度肥満・腎不全・肝不全・高齢者が挙
げられている．ASGE は，高齢者に対する鎮静は
配慮が必要としているものの，高齢者の明確な定
義はされていない．ESA ガイドライン8） では 70
歳以上の場合は鎮静に関連する偶発症のリスクが
高いことから麻酔科へのコンサルテーションを推
奨している．上記のような鎮静前評価を行うこと
で偶発症が減少するかどうかを検証した報告は認
めないものの，内視鏡前にリスクを評価すること
により得られる益が大きいと考え，本ガイドライ
ンにおいても鎮静前評価を推奨することとした．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
“endoscopy” and “sedation” and （“training” or 
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“assessment”）のキーワードを用いて検索をかけ
た結果 177 編の論文がヒットし，うちメタアナリ
シス／システマティックレビュー／診療ガイドラ
イン 22 編，臨床試験 40 編，その他の臨床研究／
疫学研究 99 編，比較対照試験 16 編であった．ス

クリーニングの結果，新たにハンドサーチにて 8
編を加えたうえで，診療ガイドライン 2 編など，
計 8 編の関連文献を引用した．

病歴

高度の心肺機能低下の有無
喘鳴・いびき・睡眠時無呼吸の有無
薬剤アレルギー
以前の鎮静・麻酔の際の偶発症
内服薬
喫煙・飲酒歴
妊娠・授乳の有無
最終経口摂取時刻と内容

身体所見

全身状態の評価（ASA-PS 分類）
バイタルサイン
呼吸音および心音の聴診
ベースラインの意識レベル
気道の評価

Table 10　鎮静前の評価項目．

Class 患者の状態

Ⅰ 全身疾患を認めない
Ⅱ 軽度の全身疾患はあるが，日常生活は制限されない
Ⅲ 高度の全身疾患があり，日常生活が制限される
Ⅳ 生命を脅かす程の全身性疾患を有し，日常の活動が不能である
Ⅴ 治療を行っても 24 時間以内に死亡の可能性がある

E 救急状態の場合には Class 分類の後に “E” を付ける

Table 11　米国麻酔科学会術前評価分類（ASA-PS 分類）（ASA ホームページより改変して引用）．

Figure 2　気道評価のための modified Mallampati score（文献 7 より引用）．
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文　献

 1.  古田隆久，加藤元嗣，伊藤　透ほか．消化器内視鏡関
連の偶発症に関する第 6 回全国調査報告 : 2008 年～
2012 年 ま で の 5 年 間．Gastroenterol Endosc 2016；
58：1466-91.

 2.  Sharma VK, Nguyen CC, Crowell MD et al.  A na‑
tional study of cardiopulmonary unplanned events af‑
ter GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2007；66：
27-34.

 3.  Enestvedt BK, Eisen GM, Holub J et al .  Is the 
American Society of Anesthesiologists classification 
useful in risk stratification for endoscopic proce‑
dures? Gastrointest Endosc 2013；77：464-71.

 4.  ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, 
Lightdale JR et al.  Guidelines for sedation and anes‑
thesia in GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2018；
87：327-37. 

 5.  Practice guidelines for moderate procedural sedation 
and analgesia 2018：A report by the American Soci‑
ety of Anesthesiologists Task Force on Moderate 
Procedural Sedation and Analgesia, the American 

Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 
American College of Radiology, American Dental As‑
sociation, American Society of Dentist Anesthesiolo‑
gists, and Society of Interventional Radiology.  Anes‑
thesiology 2018；128：437-79.

 6.  Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD et al.  A clinical 
sign to predict difficult tracheal intubation : a pro‑
spective study.  Can Anaesth Soc J 1985；32：429-
34.

 7.  American Association for Study of Liver Diseases, 
American College of Gastroenterology, American 
Gastroenterological Association Institute et al.  Mul‑
tisociety sedation curriculum for gastrointestinal en‑
doscopy.  Gastrointest Endosc 2012；76：e1-25.  
Publication Date : 24 May 2012 ; DOI : 10 1016/j.gie. 
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Society of Anaesthesiology and European Board of 
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CQ ２ ：合併症（COPD，心疾患，慢性腎不全，肝硬変，向精神薬服用，重症筋無力症など）患者，高齢
者および妊娠患者における鎮静下内視鏡検査は安全か？
ステートメント ２：

麻酔科や他診療科へのコンサルトも含めた術前評価を十分に行い，基礎疾患に配慮した鎮静薬を選択
することで鎮静下内視鏡検査を安全に行うことができる．

修正 Delphi 法による評価：中央値 9 ，最低値 7 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　基礎疾患の多い高齢者や，合併症を有する非高
齢者に対する鎮静下内視鏡については，臓器への
負担や内服薬剤との相互作用など，患者安全に留
意して施行する必要がある．長時間かつ侵襲的な
内視鏡を行う際には，鎮静下検査と比べて全身麻
酔下での施行が偶発症発生率を軽減したとの報告
もあり1），選択肢として考慮すべきである．
　2018 年に改訂された ASA のガイドライン2） で
は，非麻酔科医が鎮静検査を行う際の偶発症を軽
減するため， 1 ）医療記録の確認（例；主要臓器
の異常，肥満，睡眠時無呼吸症候群，解剖学的な
気道の異常，先天的異常，呼吸器疾患，アレル
ギー，過去の鎮静検査歴，手術歴，服薬内容な
ど）， 2 ）身体所見の評価， 3 ）他検査結果の確認
を行うことが推奨されている．ASA-PS 分類Ⅳ

（生命を脅かすような重度の全身疾患を有する）

（Table １１）3） や，高度の閉塞性肺疾患，虚血性心
疾患，うっ血性心不全等の合併症を有する患者に
ついては，麻酔科医や各疾患の専門医に事前に相
談することが推奨されている4），5）．鎮静下内視鏡
の安全性は患者の全身状態や併存疾患の重篤度な
どによって様々であり，麻酔科や他診療科へのコ
ンサルトも含めた術前評価を十分に行って基礎疾
患に配慮した鎮静薬を選択し，術中および術後の
適切なモニタリングを行うことが不可欠である．

COPDおよび睡眠時無呼吸症候群
　重度の慢性呼吸不全を有する患者に対する内視
鏡検査は，誤嚥性肺炎や CO2 ナルコーシスを合併
すると致命的になりうる．鎮静薬の使用について
も，呼吸数低下につながる過鎮静を避けることが
重要である5）．特にⅡ型呼吸不全（肺胞低換気）で
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は PaO2 が高過ぎると CO2 ナルコーシスを誘発す
る可能性があり，酸素飽和度を 88～92％に維持す
ることが求められる6）．
　睡眠時無呼吸症候群については，中等度鎮静で
は偶発症増加リスクはないと判断されるが，深い
鎮静では低酸素血症や血圧低下を来す可能性があ
り，麻酔科医による適切な管理が必要となる2）．

心疾患
　虚血性心疾患を伴う患者に対して，侵襲性の高
い検査や長時間の検査は，狭心症発作や心不全の
原因となりうるため，事前に心機能の評価を行う
ことが推奨される2）．

慢性腎不全
　GFR 60mL/分/1.73m2 以下の腎機能が低下した
患者では，通常よりも低酸素血症や呼吸不全を来
す危険性が高いと報告されている．短時間作用型
で肝代謝の薬剤（プロポフォール等）選択が推奨
される7）．

肝硬変
　鎮静に使用されることの多いベンゾジアゼピン
系薬剤は，薬剤によって作用時間が異なるものの，
グルクロン酸抱合によって失活するため，肝機能
の低下が鎮静薬の肝代謝に影響し，偶発症の頻度
が高くなる8），9）．短時間作用型の薬剤（例：短期作
用型：ミダゾラム，長期作用型：ジアゼパム）が
推奨されるが，薬剤の半減期が延長することに注
意が必要である2）．また，深い鎮静は，肝性脳症
の発症リスクとなるため，中等度鎮静が望まし
い10）．

向精神薬服用
　ベンゾジアゼピン系薬剤やオピオイド性鎮痛
薬，向精神薬等を常用している場合，内視鏡検査
時の鎮静薬の必要量が増加し，また患者満足度は
低下する11），12）．

重症筋無力症
　重症筋無力症は，神経筋接合部のシナプス伝導
が障害されている自己免疫疾患である．鎮静下内
視鏡検査を安全に行うために，随意筋と呼吸筋を
評価する．呼吸筋の評価は肺機能検査の中で

negative expiratory pressure（NEP：陰圧呼気圧）
と forced vital capacity（FVC：努力性肺活量）を
用い，呼吸予備能がほとんどない状態での鎮静下
内視鏡は推奨されない13）．ミダゾラムやジアゼパ
ム等のベンゾジアゼピン系薬剤は筋弛緩作用を有
しており，病状を増悪するため禁忌である．プロ
ポフォールについては，神経筋接合部に影響を与
えずに短時間で作用する点で，有用性が報告され
ている13）．

高齢者
　高齢者では，加齢に伴う心臓，肺，腎臓，肝臓，
内分泌，神経等の機能低下が鎮静に伴う偶発症を
増加させるため，事前の評価が望ましい14），15）．若
年者と比べると，血圧低下，低酸素血症，不整脈，
誤嚥に注意が必要となる16）～18）．また，高齢者で
は，ミダゾラム等の鎮静薬への感受性が高くなる
ことが知られており，若年者よりも適量が少量と
なる19）～23）．そのため，過量投与を避けること，術
中および術後に慎重な管理を行うことが重要であ
り，短時間作用型の薬剤を選択することで術後安
静時の低酸素血症発生の軽減が期待される24）．

妊娠患者
　鎮静薬による胎児の影響（低酸素血症，血圧低
下，催奇形など）を考慮し，可能であれば延期す
べきである．待機的に行える場合，第 2 三半期（14
週から 27 週）が推奨される．鎮静薬の妊婦への安
全性の評価については，米国食品医薬品局（Food 
and Drug Administration：FDA）のカテゴリーB

（比較的安全）に麻酔科医によるプロポフォール，
カテゴリーD にミダゾラムが分類されている．
ジアゼパムについては，口蓋裂との関連も報告さ
れていて推奨されない25）．
　なお，鎮静検査後の授乳については，鎮静薬の
母乳中への移行があること（例：ミダゾラムの母
乳/血漿比 0.15），成人と小児では薬剤の半減期が
異なること（例：ミダゾラム　成人半減期 約 1.9
時間，小児半減期 6.5～23 時間）もあり，特に生
後 2 カ月以内の乳児には偶発症の報告が多いため
鎮静後の授乳は推奨されない26）．鎮静から覚醒後
に授乳する場合，半減期の短い鎮静薬を選択する
必要があるが，短時間作用型のミダゾラムであっ
ても投与後 24 時間までの排泄量が 87.8％までに
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留まるとされている．覚醒後であっても，乳児へ
の影響は，鎮静に使用した薬剤の種類，母親の代
謝機能，乳児側の代謝機能に影響されるため，乳
児のモニタリングを行うなど安全に配慮した対応
が必要である．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（endoscopy or digestive system） and （sedation 
or anesthesia or analgesia） and （elderly or cir‑
rhosis or pulmonary or cardiac or renal disease 
or high risk or pregnancy）のキーワードを用い
て検索をかけた結果 404 編の論文がヒットし，う
ちメタアナリシス／システマティックレビュー／
診療ガイドライン 18 編，臨床試験 96 編，その他
の臨床研究／疫学研究 273 編，比較対照試験 17 編
であった．スクリーニングの後，RCT 2 編，ハン
ドサーチにて診療ガイドライン 4 編など 21 編を
加えたうえで，RCT 4 編，診療ガイドライン 4 編
など，計 26 編の関連文献を引用した．

文　献
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Anesthesiologists Task Force on Moderate Procedural 
Sedation and Analgesia, the American Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons, American College of 
Radiology, American Dental Association, American 
Society of Dentist Anesthesiologists, and Society of 
Interventional Radiology.  Anesthesiology 2018；
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消化器内視鏡 2018；30：831-7.
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fentanil-induced sedation cause periodic apnoea in 
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Outpatient therapeutic endoscopic retrograde cholan‑
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and older.  Endoscopy 2011；43：128-33.
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midazolam for upper gastrointestinal endoscopy : a 
study of 800 consecutive cases relating dose to age 
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22.  Christe C, Janssens JP, Armenian B et al.  Midazol‑
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older persons : a randomized, double-blind, placebo-
controlled study.  J Am Geriatr Soc 2000；48：1398-
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23.  Heuss LT, Schnieper P, Drewe J et al.  Conscious se‑
dation with propofol in elderly patients : a prospec‑
tive evaluation.  Aliment Pharmacol Ther 2003；
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24.  Riphaus A, Stergiou N, Wehrmann T.  Sedation with 
propofol for routine ERCP in high-risk octoge‑

nar ians : a randomized, controlled study.  Am J  
Gastroenterol 2005；100：1957-63. 

25.  ASGE Standard of Practice Committee, Shergill AK, 
Ben-Menachem T et al.  Guidelines for endoscopy in 
pregnant and lactating women.  Gastrointest Endosc 
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feeding infant after maternal anesthesia.  Pediatr 
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CQ ３ ：鎮静時の適切なモニタリングは何か？
ステートメント ３：

鎮静時の適切なモニタリングとは，患者の意識レベル，呼吸動態，循環動態の継続的なモニタリング
である．

修正 Delphi 法による評価：中央値 9 ，最低値 7 ，最高値 9 　
推奨の強さ： 1 ，エビデンスの質（強さ）：B

解説：
　内視鏡検査および治療の目的で行われる鎮静は
主に中等度鎮静（意識下鎮静）が推奨されてお
り1），鎮静の種類や治療の難易度，治療時間，患
者の状態によっては深い鎮静が必要となる（Ta-
ble ７ ）2）．
　患者モニタリングにおいて重要なことは，視診
と呼吸・循環動態の適切で継続的な観察であ
る3）．偶発症の頻度は，鎮静に使用する薬剤や鎮
静の深度により若干異なるものの，基本的にモニ
タリングが必要な項目としては，意識レベル，脈
拍，血圧，酸素飽和度が挙げられる2），4）．
　ASA に お け る Clinical Outcomes Research  
Initiative のデータベースからは，内視鏡施行中の
心肺イベントが致死的偶発症として最も重要であ
ることが示されており5），内視鏡室における鎮静
下内視鏡に際しては，特に呼吸循環動態に関して
は適切な患者監視が必要である．
　中等度の鎮静と深い鎮静の両方について，少な
くとも患者の意識レベルとバイタルサインの評価
は，麻酔担当者によって麻酔前より開始し，血管
確保，鎮静薬の投与後，内視鏡中に少なくとも 5
分ごと，内視鏡治療終了後，覚醒までは定期的，
持続的に行う必要がある4）．中等度の鎮静中には
麻酔担当者は短時間の処置が可能であるが，深い
鎮静中には継続的なモニタリングに専任すべきで
ある1），6）．
　呼吸器系のモニタリングに関しては，直接的な

呼吸状態の監視は非常に重要であり，必要に応じ
て聴診・呼吸回数測定なども行う．また，パルス
オキシメーターは的確に低酸素血症を数値化して
モニタリングできるため重要な呼吸モニターであ
り7），ASGE においてはすべての内視鏡処置にお
いてパルスオキシメーターの装着が推奨されてお
り4），特に鎮静下での内視鏡施行では必須の項目
である．低酸素血症を予防するために中程度の鎮
静中には酸素投与を考慮し，深い鎮静中には酸素
投与は必須である．
　カプノグラフィーは呼気中の炭酸ガス濃度を測
定し，換気不十分や低酸素血症を早期に検出でき
ることが実証されているが8），9），鎮静下内視鏡中の
一時的な低酸素血症と重篤な心肺イベントとの関
連性は明確ではない10）．中等度の鎮静を対象とし
た健常者への上下部内視鏡検査ではカプノグラ 
フィーは低酸素血症の発生率を低下させなかった
との報告があり11），また深い鎮静を対象とした下
部消化管内視鏡検査ではカプノグラフィーによる
モニタリングは一過性低酸素血症の発生率を著し
く低下させたという RCT の報告がある12）．その
ため，カプノグラフィーによるモニタリングは深
い鎮静時に使用することが望ましい．
　循環器系に関しては，不整脈のモニタリング，
および深鎮静下での血圧測定が重要であり1），13），
特に重大な心血管疾患または不整脈を有する患者
に対して，そして内視鏡が長時間化する場合の心
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電図等による持続的なモニタリングは ASA およ
び ASGE のガイドラインでも推奨されている1），3）．
リスクが高いと思われる患者に対しての鎮静下内
視鏡においては，血圧や心電図を含めたより精度
の高い機器によるモニタリングが推奨される．
　また，主にプロポフォールを用いた内視鏡治療
での深い鎮静の際には，脳波を測定し，客観的に
数値化する bispectral index モニタリングや脳波
モニターも使用されており，内視鏡処置中の過鎮
静のリスクを軽減し14），15），プロポフォールの投与
量を減少させることが報告されている16），17）．
　患者の視診，意識レベルと呼吸・循環動態の適
切なモニタリングを行い，様々なモニタリングデ
バイスを組み合わせて，より安全な鎮静下内視鏡
を目指すべきである．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
Monitoring［TIAB］ AND Sedation［TIAB］ AND 

（“Endoscopy, Digestive System”［MeSH Terms］） 
AND （English［LA］ OR Japanese［LA］） AND 
“humans”［MeSH Terms］）のキーワードを用い
て検索をかけた結果 365 編の論文がヒットし，う
ちメタアナリシス／システマティックレビュー／
診療ガイドライン 43 編，臨床試験 164 編，その他
の臨床研究／疫学研究 104 編，コクランレビュー
1 編，比較対照試験 53 編であった．スクリーニン
グの後，ハンドサーチにて診療ガイドライン 3 編
など 7 編を加えたうえで，RCT 6 編，診療ガイド
ライン 5 編など，計 17 編の関連文献を引用した．
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Am 2015；25：147-58.
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propofol deep sedation for ERCP : a randomized con‑
trolled trial.  Endoscopy 2009；41：1046-51.

16.  Gotoda T, Okada H, Hori K et al.  Propofol sedation 
with a target-controlled infusion pump and bispec‑
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during a complex upper endoscopy procedure.  
Gastrointest Endosc 2016；83：756-64.
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CQ ４ ：鎮静下内視鏡を行う際に，監視専任者は必要か？
ステートメント ４：

軽い鎮静もしくは中等度の鎮静下においては １名の監視者，高難度内視鏡においては １名以上の監視
専任者を配置することが望ましい．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8.5，最低値 5 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　本邦においては，非挿管下の内視鏡における麻
酔科医立会いの機会は非常に少なく，監視者は，
医師，もしくは看護師を意味する． 1 名の内視鏡
医と 1 名の監視者（看護師）によるプロポフォー
ルを使用した中等度～深鎮静の安全性を報告した
観察研究1）～3） が報告されているが，監視専任者を
配置することにより，鎮静下内視鏡の安全性が増
すという明確なエビデンスはない．しかしながら
各国のガイドラインでは前提条件として軽い鎮静

（minimal sedation）もしくは中等度の鎮静（mod‑
erate sedation）下の内視鏡においては，1 名の監
視者（生検，ポリペクトミーの介助など短時間の
業務を兼務可），高難度内視鏡においては 1 名以上
の監視専任者を配置することを推奨している4）～7）．
ASA-PS 分類Ⅲ（Table １１）以上の合併症を持つ
患者に対してはこの限りではなく，状況に応じ内
視鏡施行医および監視専任者を上級医とし，麻酔
科医に相談し，鎮静法を検討する8）．監視専任者
は，パルスオキシメーターや心電図を用い，術中
はもちろん，内視鏡室より病棟等へ移動の際にも
監視を継続する．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“endoscopy” or “Digestive system”）and（“seda‑
tion” or “analgesia”）and （“nurse” or “assistant” or 
anesthesiologist） and（monitoring）のキーワード
を用いて検索をかけた結果 124 編の論文がヒット
し，うちメタアナリシス／システマティックレ 
ビュー／診療ガイドライン 24 編，臨床試験 37 編，
その他の臨床研究／疫学研究 59 編，比較対照試験

4 編であった．スクリーニングの後，ハンドサー
チにて診療ガイドライン 3 編など 5 編を加えたう
えで，診療ガイドライン 4 編など，計 8 編の関連
文献を引用した．
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CQ ５ ：鎮静下内視鏡の監視解除の見極めは？
ステートメント ５：

監視解除（退出）基準は確立されていないが，患者の意識レベル，呼吸動態，循環動態を評価し判断
する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　鎮静・鎮痛のレベル評価として，observer’s as‑
sessment of alertness/sedation（OAA/S）スケー
ル1） や，Ramsay 鎮静スコア2） が用いられる．内視
鏡における監視解除（退出）基準としてよく用い
られるスコアは，Aldrete スコア3） と postanes‑
thetic discharge scoring system（PADSS）4），
modified post-anesthesia discharge scoring system

（MPADSS）5） などがある．Table １２ に Aldrete
スコアを提示するが，呼吸状態，酸素飽和度，意
識状態，循環動態，活動度の 5 項目からなり， 9
点以上で退出可能基準を満たしているとされてい
る．鎮静薬の有効性を評価する RCT における鎮
静からの回復時間を評価する際にこれらの基準が
使用されている．これらのスコアの有効性は，比
較的少数の前向き試験によってのみ検証されてい
る6）．したがって，これらのスコアの有効性に関
しては十分に検討する必要がある．
　実際，Willey ら7） は，外来にて鎮静下で上部消
化管内視鏡を行った 31 名の患者に対し，Aldrete
スコアを用いて退出基準を評価した．退出可と判
断した患者のうち，精神運動機能回復は 60～70％
程度であったと報告している．
　以上から，鎮静下内視鏡後の監視解除（退出）
基準は確立されていないと言わざるを得ないが，
患者の意識レベル，呼吸動態，酸素飽和度，循環
動態，活動状態（運動機能）を評価し監視解除を
判断すべきであり，判断した時点での評価を診療
録に記載することが望ましい．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“endoscopy”）and（“sedation”）and （recovery 
assessment）のキーワードを用いて検索をかけた
結果 148 編の論文がヒットし，うちメタアナリシ
ス／システマティックレビュー／診療ガイドライ
ン 9 編，臨床試験 88 編，その他の臨床研究／疫学
研究 49 編，比較対照試験 2 編であった．スクリー
ニングの後，ハンドサーチにて RCT など 6 編を
加えたうえで， 7 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Chernik DA, Gillings D, Laine H et al.  Validity and 
reliability of the observer’s assessment of alertness/
sedation scale : study with intravenous midazolam.  J 
Clin Psychopharmacol 1990；10：244-51.

 2.  Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR et al.  Con‑
trolled sedation with alphaxalone-alphadolone.  Br 
Med J 1974；2：656-9.

 3.  Aldrete JA, Kroulik D.  A postanesthetic recovery 
score.  Anesth Analg 1970；49：924-34.

 4.  Chung F, Chan VW, Ong D.  A post-anesthetic dis‑
charge scoring system for home readiness after am‑
bulatory surgery.  J Clin Anesth 1995；7：500-6.

 5.  Chung F.  Discharge criteria-a new trend.  Can J 
Anaesth 1995；42：1056-8.

 6.  Amornyotin S, Chalayonnavin W, Kongphlay S.  Re‑
covery pattern and home-readiness after ambulatory 
gastrointestinal endoscopy.  J Med Assoc Thai 
2007；90：2352-8.

 7.  Willey J, Vargo JJ, Connor JT et al.  Quantitative as‑
sessment of psychomotor recovery after sedation and 
analgesia for outpatient EGD.  Gastrointest Endosc 
2002；56：810-6.
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CQ ６ ：内視鏡医・内視鏡室スタッフに対する鎮静のトレーニングは推奨されるか ?
ステートメント ６：

鎮静に関与する内視鏡医・内視鏡スタッフに対して鎮静のトレーニングを行うことを提案する．
修正 Delphi 法による評価：中央値 7.5，最低値 5 ，最高値 9

推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　内視鏡手技に関連する鎮静を適切かつ安全に行
うためには，各内視鏡手技に適した深度の鎮静の
知識が必要となると同時に，頻度は少ないものの
鎮静による偶発症が発生した際に適切に対応する
ことが求められる．鎮静のためのトレーニングと
して，鎮静前評価，内視鏡手技に適した鎮静の深
度，鎮静のための薬剤・モニタリング，鎮静後監
視解除の基準の知識，鎮静薬の拮抗薬の知識を得
ると同時に，心肺偶発症が発生した際の応急処置
の対応のために，一次救命処置（basic life sup‑
port：BLS）や二次救命処置（advanced cardiovas‑
cular life support：ACLS）の資格も得ることが望
ましい．内視鏡手技に関連する鎮静のためのト
レーニング・カリキュラムは，Multisociety Seda‑
tion Curriculum for Gastrointestinal Endoscopy

（MSCGE）1），および欧州消化器内視鏡学会 / 欧州
消化器・内視鏡看護協会（ESGE/ESGENA）2） か

らそれぞれ発表されている．その内容については
若干違いがあるものの，いずれのカリキュラムに
おいても，鎮静中の急変に対応するために一次ま
たは二次救命処置が項目として含まれている．ト
レーニング・カリキュラムによる鎮静に関する知
識の向上を示した研究3） はあるものの，鎮静の安
全性・有効性自体が改善したという報告はこれま
でにない．しかし，特に急変時の対応など安全性
を考慮すると，鎮静に関与する内視鏡医あるいは
内視鏡スタッフに対するトレーニングを行うこと
を提案する．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
“endoscopy” and “sedation” and （“preoperative 
care“ or “preprocedural assessment” or “risk as‑
sessment” or “patient evaluation”）のキーワード

評価項目 基準 点数

呼吸状態 深呼吸，咳嗽反射可 2
呼吸苦，もしくは浅い呼吸あり 1
無呼吸あり 0

酸素飽和度 酸素飽和度 ＞92％（室内気） 2
酸素飽和度 ≧90％（酸素投与下） 1
酸素飽和度 ＜90％（酸素投与下） 0

意識状態 覚醒 2
呼びかけで覚醒 1
反応なし 0

循環動態 血圧 ±20 mmHg（術前基準値より） 2
血圧 ±20～50 mmHg（術前基準値より） 1
血圧 ±50 mmHg（術前基準値より） 0

活動度 四肢を動かせる 2
いずれかの二肢を動かせる 1
四肢を動かせない 0

Table 12　Aldrete スコア（文献 3 を改変して引用）．

9 点以上であれば，退出可能な基準を満たしている



ガイドライン■内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン（第 2 版） 1659Vol. 62（9）, Sep. 2020

Gastroenterological Endoscopy

を用いて検索をかけた結果 65 編の論文がヒット
し，うちメタアナリシス／システマティックレビ
ュー／診療ガイドライン 8 編，臨床試験 5 編，そ
の他の臨床研究／疫学研究 40 編，比較対照試験
12 編であった．スクリーニングの結果，新たにハ
ンドサーチにて 3 編を加えたうえで，検証研究な
ど，計 3 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  American Association for Study of Liver Diseases, 
American College of Gastroenterology, American 
Gastroenterological Association Institute et al.  Mul‑
tisociety sedation curriculum for gastrointestinal en‑

doscopy.  Gastrointest Endosc 2012；76：e1-25.  
Publication Date : 24 May 2012 ; DOI : 10.1016/j.gie. 
2012.03.001.

 2.  Dumonceau JM, Riphaus A, Beilenhoff U et al.  Euro‑
pean curriculum for sedation training in gastrointes‑
tinal endoscopy : position statement of the European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy （ESGE） and 
European Society of Gastroenterology and Endoscopy 
Nurses and Associates （ESGENA）．Endoscopy 
2013；45：496-504.

 3.  Jensen JT, Savran MM, Møller AM et al.  Develop‑
ment and validation of a theoretical test in non-an‑
aesthesiologist-administered propofol sedation for 
gastrointestinal endoscopy.  Scand J Gastroenterol 
2016；51：872-9.

CQ ７ ：緊急内視鏡における適切な鎮静法は？
ステートメント ７：

緊急対応ができる環境下で，確実なモニタリングを行い拮抗薬のある鎮静薬もしくは半減期の短い鎮
静薬を使用することを提案する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　緊急内視鏡とは，「放置すると全身状態が悪化し
重篤になると予想される上部・下部消化管，胆
道・膵の急性症状に対して，原因の診断，治療，
予後判定を目的とし，最優先になされる内視鏡検
査および治療」と定義されている1）．
　基本的に，バイタルサインが安定していれば，
特に興奮や不安状態にある場合に安全で確実な緊
急処置を行うためには鎮静は有用とされている
が2），患者の全身状態や病状の度合いによっては
鎮静が有用でない場合もある3）．特に，挿管下で
行われるような緊急内視鏡の場合，麻酔科医・救
命救急医や集中治療担当医による鎮静コントロー
ルやモニタリングが望ましい．
　鎮静を実施する際，安全性確保のために血管確
保，生体監視モニターによる酸素飽和度，血圧，
心拍数，呼吸数などの確認が望ましい4），5）．また，
鎮静担当医師名，担当看護師名，鎮静薬品名，投
与量，投与ルート，酸素投与量，などの記録も重
要である．
　最近では鎮静下での CO2 送気を用いた内視鏡
治療が広く行われているが，CO2 貯留のリスクが
危惧されるため，カプノグラフィーによるモニタ

リングや非侵襲的かつ連続的な経皮二酸化炭素分
圧モニターは，高二酸化炭素ガス血症の早期発見
に役立つともいわれている6），7）．
　使用薬剤は，拮抗薬のある鎮静薬としてジアゼ
パム・ミダゾラム・フルニトラゼパム，鎮痛薬と
してペチジン塩酸塩・ペンタゾシンなどが頻用さ
れている．使用量については患者の全身状態，年
齢，体重，施行する処置の種類や予想される処置
時間など臨床状況を考慮して慎重に決定するべき
である．
　最近ではプロポフォールなどの薬剤がベンゾジ
アゼピン系薬剤を少量使用したいわゆる鎮静と同
等以上の効果と安全性があるとの報告や7）～16），デ
クスメデトミジン塩酸塩による鎮静は呼吸抑制や
粗大な体動も少なく安全に内視鏡治療が行えると
の報告もあり17）～19），緊急内視鏡でも有用であるこ
とが示唆される．しかしながら，デクスメデトミ
ジン塩酸塩による徐脈性不整脈やプロポフォール
による呼吸抑制・血圧低下など注意を要するた
め，モニタリング担当者を配置し，適切なモニタ
リングと循環動態の管理が必要であり，気道確保
や気管挿管への移行が速やかに行いうる状況下で
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の鎮静施行が考慮されるべきである．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（emergency endoscopy or urgent endoscopy）and
（appropriate sedation or analgesia or anesthesia）
and safety and（utility or availability）キーワー
ドを用いて検索をかけた結果 271 編の論文がヒッ
トし，うちメタアナリシス／システマティックレ
ビュー／診療ガイドライン 18 編，臨床試験 83 編，
その他の臨床研究／疫学研究 116 編，コクランレ
ビュー 2 編，比較対照試験 52 編であった．スク
リーニングの後，ハンドサーチにて偶発症に関す
る RCT 6 編など 17 編を加えたうえで，RCT 6
編，診療ガイドライン 1 編など，計 19 編の関連文
献を引用した．

文　献

 1.  藤城光弘，布袋屋修，高木敦司．緊急内視鏡．消化器
内視鏡ハンドブック改訂第 2 版．日本消化器内視鏡学
会卒後教育委員会編，日本メディカルセンター，東京，
2017；86-93.

 2.  Waye JD.  Intubation and sedation in patients who 
have emergency upper GI endoscopy for GI bleeding.  
Gastrointest Endosc 2000；51：768-71. 

 3.  Duch P, Haahr C, Møller MH et al.  Anaesthesia care 
for emergency endoscopy for peptic ulcer bleeding.  
A nationwide population-based cohort study.  Scand 
J Gastroenterol 2016；51：1000-6.

 4.  Berg JC, Miller R, Burkhalter E.  Clinical value of 
pulse oximetry during routine diagnostic and thera‑
peutic endoscopic procedure.  Endoscopy 1991；
23：328-30. 

 5.  Iber FL, Sutberry M, Gupta R et al.  Evaluation of 
complications during and after conscious sedation for 
endoscopy using pulse oximetry.  Gastrointest Endosc 
1993；39：620-5. 

 6.  Jopling MW, Qiu J.  Capnography sensor use is asso‑
ciated with reduction of adverse outcomes during 
gastrointestinal endoscopic procedures with sedation 
administration.  BMC Anesthesiol 2017；17：157.  
Publication Date : 28 Nov 2017 ; DOI : 10.1186/s12871-
017-0453-9.

 7.  Miyoshi H, Shimatani M, Kato K et al.  Transcutane‑
ous monitoring of partial pressure of carbon dioxide 
during endoscopic retrograde cholangiopancreatogra‑
phy using a double-balloon endoscope with carbon 
dioxide insufflation under conscious sedation.  Dig 

Endosc 2014；26：436-41. 
 8.  Krugliak P, Ziff B, Rusabrov Y et al.  Propofol versus 

midazolam for conscious sedation guided by pro‑
cessed EEG during endoscopic retrograde cholangio‑
pancreatography : a prospective, randomized, double-
blind study.  Endoscopy 2000；32：677-82. 

 9.  Vargo JJ, Zuccaro G Jr, Dumot JA et al.  Gastroen‑
terologist-administered propofol versus meperidine 
and midazolam for advanced upper endoscopy :  a 
prospective, randomized trial. Gastroenterol 2002；
123：8-16. 

10.  Tohda G, Higashi S, Sakumoto H et al.  Efficacy and 
safety of nurse-administered propofol sedation dur‑
ing emergency upper endoscopy for gastrointestinal 
bleeding : a prospective study.  Endoscopy 2006；
38：684-9. 

11.  Imagawa A, Fujiki S, Kawahara Y et al.  Satisfaction 
with bispectral index monitoring of propofol-mediat‑
ed sedation during endoscopic submucosal dissec‑
tion : a prospective, randomized study.  Endoscopy 
2008；40：905-9.

12.  Paspatis GA, Manolaraki MM, Vardas E et al.  Deep 
sedation for endoscopic retrograde cholangiopancreat
ography : intravenous propofol alone versus intrave‑
nous propofol with oral midazolam premedication.  
Endoscopy 2008；40：308-13. 

13.  Thanvi BR, Munshi SK, Vijayakumar N et al.  Ac‑
ceptability of oesophagogastroduodenoscopy without 
intravenous sedation : patients’ versus endoscopist’s 
perception with special reference to older patients.  
Postgrad Med J 2003；79：650-1. 

14.  Horiuchi A, Nakayama Y, Tanaka N et al.  Propofol 
sedation for endoscopic procedures in patients 90 
years of age and older.  Digestion 2008；78：20-3. 

15.  Schilling D, Rosenbaum A, Schweizer S et al.  Seda‑
tion with propofol for interventional endoscopy by 
trained nurses in high-risk octogenarians : a prospec‑
tive, randomized, controlled study.  Endoscopy 
2009；41：295-8.

16.  Aviv JE.  Effects of aging on sensitivity of the pha‑
ryngeal and supraglottic areas.  Am J Med 1997：
103：74S-6S. 

17.  長尾知子，藤原純子，高橋厚子ほか．食道 ESD におけ
る低用量デクスメデトミジン鎮静法の有用性．Prog 
Dig Endosc 2018；92：44-9.

18.  Yin S, Hong J, Sha T et al.  Efficacy and tolerability 
of sufentanil, dexmedetomidine, or ketamine added to 
propofol-based sedation for gastrointestinal endosco‑
py in elderly patients : a prospective, randomized, 
controlled trial.  Clin Ther 2019；41：1864-77.

19.  Chang ET, Certal V, Song SA et al.  Dexmedetomi‑
dine versus propofol during drug-induced sleep en‑
doscopy and sedation : a systematic review.  Sleep 
Breath 2017；21：727-35.
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CQ ８ ：鎮静は経口的な内視鏡に寄与するか？
ステートメント ８：

経口的内視鏡の受容性や満足度を改善し，検査・治療成績向上に寄与する．
修正 Delphi 法による評価：中央値 9 ，最低値 8 ，最高値 9

推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：A

解説：
　経口的内視鏡検査において鎮静を使用する概念
は本邦において広まってきており，実際に鎮静を
使用した上部消化管内視鏡検査の頻度は増加して
きている1），2）．しかし，鎮静では低酸素血症，血圧
低下などの偶発症が発生する可能性があることか
ら，鎮静下経口的内視鏡検査・治療の際には適切
な観察・鎮静深度の維持が重要であるとともに，
高齢者や併存疾患の多い患者における鎮静では偶
発症に対する注意がより必要である．
　経口的内視鏡検査における鎮静は，患者側の観
点から有用との報告が多く，鎮静下経口的内視鏡
検査により不快感・不安の軽減，患者満足度の改
善を認め，再検査の希望率が高いことがメタ解析
にて示されている3）．
　内視鏡施行医側の観点からも鎮静は有用であ
り，上部消化管内視鏡検査において内視鏡施行医
の満足度を向上させることが RCT にて示されて
いる4）．これに対して，経口的内視鏡治療におけ
る鎮静の使用の有無での比較試験は存在しない
が，これは長時間を要する経口的内視鏡治療では
一般的に鎮静下に行われていることが要因と考え
られる．欧米のガイドラインでは，内視鏡におけ
る診断の質の向上，治療の目的の達成のためには
鎮静が有用であることが言及されている5），6）．
　鎮静に対する概念の世界的な広がりにより，経
口的内視鏡検査においても鎮静を行う頻度が今後
さらに増加することが予想される．しかし，鎮静
を行うか否かの判断は，国や地域による社会的，
文化的背景の違いや，患者側の期待度，費用対効
果，施設の状況など様々な要素に影響されるため，
一概に結論付けられるものではない．医療者側
は，内視鏡前に鎮静の有用性と偶発症について十
分に説明し，医療安全を考慮したうえで鎮静使用
の有無について患者に選択する機会を与え，その
意思決定を尊重することが望ましい．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“endoscopy” or “endoscopic” or “esophagogas‑
troduodenoscopy” or “enteroscopy”） and （“rou‑
tine” or “diagnosis” or “therapy” or “therapeu‑
tics”）and（“sedation” or “anesthesia” or 
“analgesia”）and（“quality” or “efficacy” or “time” 
or “acceptance” or “tolerance” or “satisfaction” or 
“pain” or “detection” or “complication”）のキー
ワードを用いて検索をかけた結果 664 編の論文が
ヒットし，うちメタアナリシス／システマティッ
クレビュー／診療ガイドライン 65 編，臨床試験
268 編，その他の臨床研究／疫学研究 281 編，比
較対照試験 50 編であった．スクリーニングの後，
ハンドサーチにて偶発症に関する全国調査報告 2
編を加えたうえで，システマティックレビュー 1
編，診療ガイドライン 2 編など，計 6 編の関連文
献を引用した． 

文　献

 1.  芳野純治，五十嵐良典，大原弘隆ほか．消化器内視鏡
関連の偶発症に関する第 5 回全国調査報告：2003 年
より2007年までの 5 年間．Gastroenterol Endosc 2010； 
52：95-103.

 2.  古田隆久，加藤元嗣，伊藤　透ほか．消化器内視鏡関
連の偶発症に関する第 6 回全国調査報告 : 2008 年～
2012 年 ま で の 5 年 間．Gastroenterol Endosc 2016；
58：1466-91.

 3.  McQuaid KR, Laine L.  A systematic review and me‑
ta-analysis of randomized, controlled trials of mod‑
erate sedation for routine endoscopic procedures.  
Gastrointest Endosc 2008；67：910-23.

 4.  Kashiwagi K, Hosoe N, Takahashi K et al.  Prospec‑
tive, randomized, placebo-controlled trial evaluating 
the efficacy and safety of propofol sedation by anes‑
thesiologists and gastroenterologist-led teams using 
computer-assisted personalized sedation during  
upper and lower gastrointestinal endoscopy.  Dig  
Endosc 2016；28：657-64.

 5.  Cohen LB, Ladas SD, Vargo JJ et al.  Sedation in di‑
gestive endoscopy : the Athens international position 
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statements.  Aliment Pharmacol Ther 2010；32：
425-42.

 6.  Cohen LB, Delegge MH, Aisenberg J et al.  AGA Insti‑

tute review of endoscopic sedation.  Gastroenterology 
2007；133：675-701.

CQ ９ ：鎮静は経肛門的な内視鏡に寄与するか？
ステートメント ９：

経肛門的内視鏡時の不安・疼痛軽減，満足度上昇に貢献し，検査・治療成績向上に寄与する．
修正 Delphi 法による評価：中央値 7 ，最低値 5 ，最高値 9

推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：C

解説：
　経肛門的内視鏡時の鎮静に対する考え方や鎮静
施行状況は，国や地域により異なるが，経肛門的
内視鏡検査においても鎮静使用が世界的に広まっ
てきている．本邦でも経肛門的内視鏡検査におい
て鎮静を用いる頻度が増加している1），2）．
　患者側の観点では，鎮静によって経肛門的内視
鏡に伴う苦痛・不安の軽減，患者満足度の向上や，
再検査の希望率が高いことが示されている3），4）．
特に，女性・若年・低 body mass index・婦人科
疾患術後・検査前に不安の強い患者では鎮静が有
用である5）～7）．一方で，患者によっては経肛門的
内視鏡検査中に鎮静を行わなくても満足感が得ら
れることもあり8），鎮静使用の有無については患
者の意思決定に従うべきであるが，地域や施設に
よっては常に安全に鎮静を行うことが困難な環境
にあることもある．偶発症に関しては，鎮静に伴
い低酸素血症や血圧低下を認める頻度が多くなる
ことから，適切な観察・鎮静深度を維持すること
が重要である．近年，全身麻酔あるいは麻酔補助
下での経肛門的内視鏡検査では，それ以外の鎮静
下検査に比して誤嚥性肺炎などの偶発症が多くな
ることが示されており9），10），留意すべき事項であ
る．
　内視鏡施行医側の観点では，鎮静は経肛門的内
視鏡における内視鏡施行医の満足度を向上さ
せ4），11），欧米のガイドラインでも診断の質の向上，
治療の目的の達成のために鎮静が有用であること
が言及されており12），13），経肛門的内視鏡検査にお
ける盲腸到達率が特に女性において向上すること
が示されている14）．一方で，鎮静は検査における
挿入困難性の改善や盲腸到達時間短縮，ポリープ
発見率向上には寄与しないことが示されている14），15）．

　経肛門的内視鏡において鎮静を行う頻度は今後
ますます増加することが予想される．鎮静の使用/
不使用の判断においては地域や施設の状況を考慮
せざるを得ないが，医療者側は鎮静の有用性と偶
発症からその適応を検討し，医療安全を考慮した
うえで鎮静使用の有無については患者の意思決定
を十分に尊重することが望ましい．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“colonoscopy” or “enteroscopy”）and（“routine” 
or “diagnosis” or “therapy” or “therapeutics”）and

（“sedation” or “anesthesia” or “analgesia”）and
（“quality” or “efficacy” or “time” or “acceptance” 
or “tolerance” or “satisfaction” or “pain” or “de‑
tection” or “complication”）のキーワードを用いて
検索をかけた結果 514 編の論文がヒットし，うち
メタアナリシス／システマティックレビュー／診
療ガイドライン 32 編，臨床試験 163 編，その他の
臨床研究／疫学研究 196 編，比較対照試験 123 編
であった．スクリーニングの後，ハンドサーチに
て偶発症に関する全国調査報告 2 編など 6 編を加
えたうえで，RCT 3 編，診療ガイドライン 1 編な
ど，計 15 編の関連文献を引用した． 

文　献

 1.  芳野純治，五十嵐良典，大原弘隆ほか．消化器内視鏡
関連の偶発症に関する第 5 回全国調査報告：2003 年
より2007年までの 5 年間．Gastroenterol Endosc 2010； 
52：95-103.

 2.  古田隆久，加藤元嗣，伊藤　透ほか．消化器内視鏡関
連の偶発症に関する第 6 回全国調査報告：2008 年～
2012 年 ま で の 5 年 間．Gastroenterol Endosc 2016；
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58：1466-91.
 3.  Baudet JS, Aguirre-Jaime A.  The sedation increas‑

es the acceptance of repeat colonoscopies.  Eur J 
Gastroenterol Hepatol 2012；24：775-80.

 4.  Kinugasa H, Higashi R, Miyahara K et al.  Dexme‑
detomidine for conscious sedation with colorectal en‑
doscopic submucosal dissection : a prospective dou‑
ble-blind randomized controlled study.  Clin Transl 
Gastroenterol 2018；9：e167.  Publication Date : 4 Jul 
2018 ; DOI : 10.1038/s41424-018-0032-5.

 5.  Takahashi Y, Tanaka H, Kinjo M et al.  Sedation-free 
colonoscopy.  Dis Colon Rectum 2005；48：855-9.

 6.  Park DI, Kim HJ, Park JH et al.  Factors affecting ab‑
dominal pain during colonoscopy.  Eur J Gastroenterol 
Hepatol 2007；19：695-9.

 7.  Eckardt AJ, Swales C, Bhattacharya K et al.  Open 
access colonoscopy in the training setting : which fac‑
tors affect patient satisfaction and pain? Endoscopy 
2008；40：98-105.

 8.  Paggi S, Radaelli F, Amato A et al.  Unsedated colonos‑
copy : an option for some but not for all.  Gastrointest 
Endosc 2012；75：392-8.

 9.  Wernli KJ, Brenner AT, Rutter CM et al.  Risks as‑
sociated with anesthesia services during colonoscopy.  
Gastroenterology 2016；150：888-94.

 10.  Bielawska B, Hookey LC, Sutradhar R et al.  Anes‑

thesia assistance in outpatient colonoscopy and risk 
of aspiration pneumonia, bowel perforation, and 
splenic injury.  Gastroenterology 2018；154：77-85.
e3.

 11.  Kashiwagi K, Hosoe N, Takahashi K et al.  Prospec‑
tive, randomized, placebo-controlled trial evaluating 
the efficacy and safety of propofol sedation by anes‑
thesiologists and gastroenterologist-led teams using 
computer-assisted personalized sedation during  
upper and lower gastrointestinal endoscopy.  Dig 
Endosc 2016；28：657-64.

 12.  Cohen LB, Ladas SD, Vargo JJ et al.  Sedation in di‑
gestive endoscopy : the Athens international posi‑
tion statements.  Aliment Pharmacol Ther.  2010；
32：425-42.

 13.  Cohen LB, Delegge MH, Aisenberg J et al.  AGA Insti‑
tute review of endoscopic sedation.  Gastroenterology 
2007；133：675-701.

 14.  Bannert C, Reinhart K, Dunkler D et al.  Sedation in 
screening colonoscopy : impact on quality indicators 
and complications.  Am J Gastroenterol 2012；
107：1837-48.

 15.  Ristikankare M, Hartikainen J, Heikkinen M et al.  
Is routinely given conscious sedation of benefit dur‑
ing colonoscopy? Gastrointest Endosc 1999；49：
566-72.

CQ１0：経口的な内視鏡検査において，適切なベンゾジアゼピン系薬剤は何か？
ステートメント １0：

ミダゾラム，ジアゼパム，フルニトラゼパムのうち鎮静効果および患者の満足度からミダゾラムの使
用を提案する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 6 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：C

解説：
　本邦で経口的内視鏡の鎮静に選択できる静注用
ベンゾジアゼピン系薬剤としてミダゾラム（ドル
ミカム®），ジアゼパム（セルシン®，ホリゾン®），
フルニトラゼパム（サイレース®，ロヒプノール®）
が挙げられる1）．上部消化管内視鏡検査を対象と
してベンゾジアゼピン系薬剤のみを使用し非鎮静
者と比較した RCT として主に 4 つ挙げられ， 2
つの RCT で非鎮静，ミダゾラムおよびジアゼパ
ムとの 3 群比較2），3）， 1 つの RCT で非鎮静とミ
ダゾラムとの比較4），また 1 つの RCT で非鎮静と
フルニトラゼパムの比較5） が行われている．これ
らの 2 つの RCT ではジアゼパムに比してミダゾ
ラムが検査後の患者満足度の向上および検査への
健忘効果，静脈炎の減少，術者の内視鏡の挿入や

検査のつらさの軽減に有効であったと報告してい
る2），3）．別の RCT では，再検査時の同一鎮静薬希
望率はミダゾラムでやや高く，検査への健忘効果
はミダゾラムで有意に高かったとしている4）．さ
らにミダゾラム投与により非鎮静およびジアゼパ
ムに比べ酸素飽和度が低下するため低用量の酸素
の使用が望ましいことが報告されている5），6）．一
方で，ミダゾラムについてのメタアナリシスでは
ジアゼパムとの比較において検査への健忘効果の
みが有意差を認め，検査への不安，不快，および
痛みについては差異が認められなかったとしてい
る7）．ベンゾジアゼピン系薬剤は副作用の 1 つと
して不穏が挙げられるが，同研究では検査への非
協力性についても 2 剤で差がなかったことが報告
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されている．
　フルニトラゼパムを用いた本邦での RCT で
は，フルニトラゼパム低用量（0.25 mg）群および
フルニトラゼパム通常量（0.50 mg）群のいずれも
で，患者満足度がプラセボに比して向上したとし
ている．また，低用量群では酸素飽和度 90％未満
の呼吸抑制はなかったとしている8）．さらに検査
への健忘効果は通常量群で有意に高まったことが
報告されている．
　ASGE，スペイン消化器内視鏡学会（SEED）お
よびドイツ消化器病消化代謝疾患学会（DGVS）の
ガイドラインではジアゼパムおよびミダゾラムが
ベンゾジアゼピン系薬剤として標準的に使用可能
だが，その違いについてはミダゾラムにおける速
い効果発現，静脈炎の低さ，効果発現時間が短い
こと，高い検査への健忘効果が挙げられてい
る9）～11）．しかしながら，ベンゾジアゼピン系薬剤
の使用にあたっての問題点として，ミダゾラム，
ジアゼパム，フルニトラゼムのいずれも内視鏡に
おける効能効果が記されておらず，保険の適用外
として使用されているのが現状で査定される場合
もある．
　以上から，経口内視鏡検査における最適なベン
ゾジアゼピン系薬剤はエビデンスの多さ，その鎮
静効果，および患者の満足度からミダゾラムが弱
く推奨される．しかしながら，地域や施設の状況
により使用可能な薬剤も種々違いがあることも加
味したうえで使用薬剤を決定すべきである．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“benzodiazepines”［MeSH Terms］ AND （“en‑
doscopy, digestive system”［MeSH Terms］） 
AND English［All Fields］ AND （“humans”

［MeSH Terms］ AND （“diagnosis”［MeSH 
Terms］）のキーワードを用いて検索をかけた結果
190 編の論文がヒットし，うちメタアナリシス／シ
ステマティックレビュー／診療ガイドライン 17

編，臨床試験 95 編，その他の臨床研究／疫学研究
73 編，比較対照試験 5 編であった．スクリーニン
グの後，ハンドサーチにて RCT 3 編など 6 編を
加えたうえで，RCT 6 編，診療ガイドライン 2 編
など，計 11 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Obara K, Haruma K, Irisawa A et al.  Guidelines for 
sedation in gastroenterological endoscopy.  Dig  
Endosc 2015；27：435-49.

 2.  Lee MG, Hanna W, Harding H.  Sedation for upper 
gastrointestinal endoscopy : a comparative study of 
midazolam and diazepam.  Gastrointest Endosc 
1989；35：82-4.

 3.  Patterson KW, Noonan N, Kirkham R et al.  Hypox‑
emia during outpatient gastrointestinal endosco‑
py : the effects of sedation and supplemental oxygen.  
J Clin Anesth 1995；7：136-40.

 4.  Bell GD, Morden A, Coady T et al.  A comparison of 
diazepam and midazolam as endoscopy premedica‑
tion assessing changes in ventilation and oxygen sat‑
uration.  Br J Clin Pharmacol 1988；26：595-600.
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parison of the amnestic effects of midazolam and di‑
azepam.  Psychopharmacology （Berl） 1991；103：
545-50.
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pam versus midazolam.  Br Med J （Clin Res Ed） 
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Rev 2016 ; CD009491.  Publication Date : 20 May 
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Gastrointest Endosc 2003；58：523-30.

 9.  ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, 
Lightdale JR et al.  Guidelines for sedation and anes‑
thesia in GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2018；
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10.  Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al.  Sedation 
for gastrointestinal endoscopy.  Endoscopy 2014；
46：720-31.
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S3-guideline : “sedation for gastrointestinal endos‑
copy” 2014 （AWMF-register-no.  021/014）．Z 
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CQ１１：経肛門的な内視鏡検査において，適切なベンゾジアゼピン系薬剤は何か？
ステートメント １１：

ミダゾラム，ジアゼパム，フルニトラゼパムのうち鎮静効果および患者の満足度からミダゾラムの使
用を提案する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 6 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：C

解説：
　本邦で経肛門的内視鏡検査の鎮静に選択できる
静注用ベンゾジアゼピン系薬剤としてミダゾラム

（ドルミカム®），ジアゼパム（セルシン®，ホリゾ
ン®），フルニトラゼパム（サイレース®，ロヒプ
ノール®）が挙げられる1）．経肛門的内視鏡検査に
関する静注用ベンゾジアゼピン系薬剤を使用した
RCT は主に 3 つ挙げられ，ミダゾラムとプラセボ
を比較した RCT においては，ミダゾラム群はプ
ラセボ群に比して患者の苦痛・不快，内視鏡医の
感じる検査遂行上の困難度・検査時間には差異が
なかったとしている2）．しかしながら，同研究で
はミダゾラムの投与量が年齢に応じて 0.03～ 
0.05 mg/kg と調整されており（60 歳 60 kg であれ
ば 2.4 mg/body）やや投与量が少ないことが指摘
されている．一方で，ミダゾラムとジアゼパムを
比較した RCT は 2 つあり， 1 つの RCT では鎮
静の程度，検査への耐用性，検査のしやすさ，回
復の速さで 2 剤は同等の結果であったが，検査へ
の健忘効果はミダゾラムで有意に高かったとして
いる3）．これらよりミダゾラムのほうが経肛門的
内視鏡検査においてやや推奨されると考えられ
る．また，別な RCT では 2 剤の静脈系の偶発症
に関して検討しておりジアゼパムはミダゾラムに
比して静脈炎の頻度，特に注射部位の疼痛（35％ 
vs. 7 ％）が有意に高値であったとしており，この
点からはミダゾラムが強く推奨される4）．
　ASGE，SEED および DGVS のガイドラインで
はジアゼパムおよびミダゾラムがベンゾジアゼピ
ン系薬剤として標準的に使用可能だが，その違い
についてミダゾラムにおける速い効果発現，静脈
炎の低さ，短い効果発現時間，高い検査への健忘
効果が挙げられている5）～7）．一方で，欧米では大
腸内視鏡検査においてはベンゾジアゼピン系薬剤
に鎮痛薬が併用された研究は数多く実施されてい
るもののベンゾジアゼピン系薬剤単剤を対象とし

た研究は少なくエビデンスが豊富とはいえない．
本邦においても実臨床においてはベンゾジアゼピ
ン系薬剤のみでは患者の苦痛が強いこともあるた
めペチジン塩酸塩やペンタゾシンのような鎮痛薬
が併用されることも稀ならず行われている．
　一方で，ベンゾジアゼピン系薬剤使用にあたっ
ての問題点としてはいずれも副作用の 1 つとして
不穏が挙げられるため，使用にあたり十分に注意
が必要である．また，ミダゾラム，ジアゼパム，
フルニトラゼムともに保険での効能効果には内視
鏡鎮静が記されておらず，今後の整備が望まれる．
　以上から，経肛門内視鏡検査における最適なベ
ンゾジアゼピン系薬剤はその鎮静効果および患者
の満足度からミダゾラムが弱く推奨されると考え
る．しかしながら，地域や施設の状況により使用
可能な薬剤も種々違いがあることも加味したうえ
で使用薬剤を決定すべきである．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“benzodiazepines”［MeSH Terms］ AND （“colo‑
noscopy”［MeSH Terms］ AND English［All 
Fields］ AND （“humans”［MeSH Terms］ AND 

（“diagnosis”［MeSH Terms］）のキーワードを用
いて検索をかけた結果 143 編の論文がヒットし，う
ちメタアナリシス／システマティックレビュー／
診療ガイドライン 9 編，臨床試験 77 編，その他の
臨床研究／疫学研究 55 編，比較対照試験 2 編であ
った．スクリーニングの後，ハンドサーチにて
RCT 3 編，診療ガイドライン 4 編の 7 編を加えた
うえで，RCT 3 編，診療ガイドライン 4 編の計 7
編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Obara K, Haruma K, Irisawa A et al.  Guidelines for 
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sedation in gastroenterological endoscopy.  Dig  
Endosc 2015；27：435-49.

 2.  Ristikankare M, Hartikainen J, Heikkinen M et al.  Is 
routinely given conscious sedation of benefit during 
colonoscopy? Gastrointest Endosc 1999；49：566-72.

 3.  Macken E, Gevers AM, Hendrickx A et al.  Midazol‑
am versus diazepam in lipid emulsion as conscious 
sedation for colonoscopy with or without reversal of 
sedation with flumazenil .  Gastrointest Endosc 
1998；47：57-61.

 4.  Carrougher JG, Kadakia S, Shaffer RT et al.  Venous 
complications of midazolam versus diazepam.   

Gastrointest Endosc 1993；39：396-9.
 5.  ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, 

Lightdale JR et al.  Guidelines for sedation and anes‑
thesia in GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2018；
87：327-37.

 6.  Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al.  Sedation 
for gastrointestinal endoscopy.  Endoscopy 2014；
46：720-31.

 7.  Riphaus A, Wehrmann T, Hausmann J et al.  Update S3-
guideline : “sedation for gastrointestinal endoscopy” 
2014 （AWMF-register-no.  021/014）．Z Gastroenterol 
2016；54：58-95.

CQ１２：経口的な内視鏡治療を受ける場合の適切なベンゾジアゼピン系薬剤は何か？
ステートメント １２：

ベンゾジアゼピン系薬剤の選択に関するエビデンスはなく，適切な薬剤は確立していない．
修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9

推奨の強さ：なし，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　経口的な内視鏡治療として EMR・ESD，内視
鏡的消化管拡張術，消化管ステント留置術，内視
鏡的胃瘻造設術，内視鏡的胆管膵管造影，EUS

（EUS-FNA を含む），interventional EUS，経口小
腸内視鏡等が挙げられる．経口的な内視鏡治療の
疼痛の程度，所要時間，手技の難易度は，それぞ
れの手技ならびにその内容によって様々である．
海外では，経口的な内視鏡治療は主に麻酔科医に
よるプロポフォールとフェンタニルなどの鎮痛薬
を併用した静脈麻酔あるいは気管挿管による閉鎖
循環式全身麻酔にて管理されており，特に上部消
化管出血や胃内容物貯留例など，誤嚥のリスクの
高い症例には後者が推奨されている1），2）．
　本邦では，経口的な内視鏡治療に静注用ベンゾ
ジアゼピン系薬剤が広く用いられており，選択で
きる薬剤としてミダゾラム，ジアゼパム，フルニ
トラゼパムが挙げられる．しかし，いずれの薬剤
も内視鏡時の鎮静に対する保険適用の承認を取得
しておらず，適応外で使用されているのが現状で
ある3）．短時間で比較的苦痛の少ない内視鏡治療
では，ベンゾジアゼピン系薬剤単独あるいはペチ
ジン塩酸塩などの鎮痛薬単独による鎮静で対応可
能なことが多い．一方で，ESD 等の長時間に及ぶ
経口的な内視鏡治療では，安全かつ安定した状況
下で治療を遂行するために中等度鎮静以上の鎮静
が必要であり，ベンゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬

が広く用いられている．海外では，消化管内視鏡
検査の中等度鎮静においては，ベンゾジアゼピン
系薬剤の中では，ミダゾラムが広く用いられてい
る1），2）．ミダゾラム 4 ～ 5 mg 前後とペチジン塩
酸塩 70～100 mg を用いた上下部消化管内視鏡，
EUS，治療を含む ERCP に対する内視鏡鎮静の前
向き試験では，呼吸抑制を伴う深い鎮静（deep 
sedation，Table ７ 参照）の発生が ERCP では 85
％にも及ぶと報告されている．ERCP は EUS とな
らび，deep sedation の独立した危険因子であるこ
とが報告されており，十分な観察と監視が求めら
れる4）．
　経口的な内視鏡検査においては，ジアゼパムに
比するミダゾラムの検査への健忘効果，静脈炎の
減少等の有効性が報告されている5）～7）．しかし，
経口的な内視鏡治療の鎮静においては，これまで
にベンゾジアゼピン系薬剤を直接比較した報告は
ない．経口内視鏡治療におけるベンゾジアゼピン
系薬剤の選択に関する明確なエビデンスはなく，
適切な薬剤は確立していない．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（therapeutic endoscopy OR endoscopic treat‑
ment OR endoscopic therapy） and benzodiaze‑
pine and （randomized OR controlled OR meta 
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OR guideline） and esophagogastroduodenoscopy
のキーワードを用いて検索をかけた結果 128 編の
論文がヒットし，うちメタアナリシス／システマ
ティックレビュー／診療ガイドライン 17 編，臨床
試験 29 編，その他の臨床研究／疫学研究 71 編，
比較対照試験 11 編であった．スクリーニングの
結果，新たにハンドサーチにて診療ガイドライン
4 編など 7 編を加えたうえで，RCT 3 編，診療ガ
イドライン 3 編など，計 7 編の関連文献を引用し
た．

文　献

 1.  Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al.  Sedation 
for gastrointestinal endoscopy.  Endoscopy 2014；
46：720-31.

 2.  ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, 
Lightdale JR et al.  Guidelines for sedation and anes‑
thesia in GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2018；

87：327-37.
 3.  Obara K, Haruma K, Irisawa A et al.  Guidelines for 

sedation in gastroenterological endoscopy.  Dig  
Endosc 2015；27：435-49.

 4.  Patel S, Vargo JJ, Khandwala F et al.  Deep sedation 
occurs frequently during elective endoscopy with 
meperidine and midazolam.  Am J Gastroenterol 
2005；100：2689-95.

 5.  Bianchi Porro G, Baroni S, Parente F et al.  Midazol‑
am versus diazepam as premedication for upper gas‑
trointestinal endoscopy : a randomized, double-blind, 
crossover study.  Gastrointest Endosc 1988；34：
252-4.

 6.  Cole SG, Brozinsky S, Isenberg JI.  Midazolam, a new 
more potent benzodiazepine, compared with diaze‑
pam : a randomized, double-blind study of preendo‑
scopic sedatives.  Gastrointest Endosc 1983；29：
219-22.

 7.  Lee MG, Hanna W, Harding H.  Sedation for upper 
gastrointestinal endoscopy : a comparative study of 
midazolam and diazepam.  Gastrointest Endosc 
1989；35：82-4.

CQ１３：経肛門的な内視鏡治療を受ける場合の適切なベンゾジアゼピン系薬剤は何か？
ステートメント １３：

ベンゾジアゼピン系薬剤の選択に関するエビデンスはなく，適切な薬剤は確立していない．
修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9

推奨の強さ：なし，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　経 肛 門 的 な 内 視 鏡 治 療 と し て 大 腸 EMR・
ESD，経肛門小腸内視鏡，大腸ステント留置等が
挙げられる．経肛門的な内視鏡治療の疼痛の程
度，所要時間，手技の難易度は，それぞれの手技
ならびにその内容によって様々である．経肛門的
な内視鏡治療は，経口的な内視鏡治療と比較する
と苦痛は軽度である．また，大腸 EMR・ESD 等
では治療中に体位変換を要することがある．した
がって，経肛門的な内視鏡治療の鎮静レベルは軽
度～中等度鎮静で十分であり，治療の内容によっ
ては非鎮静でも対応可能である．しかし，海外に
おいては，経肛門的な内視鏡治療は主に麻酔科医
によるプロポフォールとフェンタニルなどの鎮痛
薬を併用した静脈麻酔あるいは気管挿管による閉
鎖循環式全身麻酔にて管理されている1），2）．
　経肛門的な内視鏡治療のうち，短時間で難易度
の低い治療は非鎮静，ベンゾジアゼピン系薬剤単
独あるいはペチジン塩酸塩などの鎮痛薬単独によ

る鎮静で対応可能なことが多い．しかし，難易度
が高くかつ長時間に及ぶ内視鏡治療では，安全か
つ安定した状況下で治療を遂行するために，ベン
ゾジアゼピン系薬剤＋鎮痛薬が必要である．本邦
では，経肛門的な内視鏡治療に静注用ベンゾジア
ゼピン系薬剤が広く用いられており，選択できる
薬剤としてミダゾラム，ジアゼパム，フルニトラ
ゼパムが挙げられる3）．しかし，いずれの薬剤も
内視鏡時の鎮静に対する保険適用の承認を取得し
ておらず，適応外で使用されているのが現状であ
る．欧米では，消化管内視鏡検査の中等度鎮静に
はミダゾラムが広く用いられている1），2）．経肛門
的な内視鏡検査においては，ジアゼパムに比する
ミダゾラムの検査への健忘効果，静脈炎の減少に
おける有効性が報告されている4），5）．しかし，経肛
門的な内視鏡治療においては，これまでにベンゾ
ジアゼピン系薬剤を直接比較した報告はない．経
肛門的な内視鏡治療におけるベンゾジアゼピン系



Vol. 62 （9）, Sep. 2020日本消化器内視鏡学会雑誌1668

Gastroenterological Endoscopy

薬剤の選択に関する明確なエビデンスはなく，適
切な薬剤は確立していない．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（therapeutic endoscopy OR endoscopic treat‑
ment OR endoscopic therapy） and benzodiaze‑
pine and （randomized OR controlled OR meta 
OR guideline） and colonoscopy のキーワードを
用いて検索をかけた結果 147 編の論文がヒット
し，うちメタアナリシス／システマティックレ 
ビュー／診療ガイドライン 16 編，臨床試験 30 編，
その他の臨床研究／疫学研究 41 編，比較対照試験
60 編であった．スクリーニングの後，ハンドサー
チにて診療ガイドライン 3 編など 4 編を加えたう
えで，RCT 2 編，診療ガイドライン 3 編など，計
5 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al.  Sedation 
for gastrointestinal endoscopy.  Endoscopy 2014；
46：720-31.

 2.  ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, 
Lightdale JR et al.  Guidelines for sedation and anes‑
thesia in GI endoscopy.  Gastrointest Endosc 2018；
87：327-37.

 3.  Obara K, Haruma K, Irisawa A et al.  Guidelines for 
sedation in gastroenterological endoscopy.  Dig  
Endosc 2015；27：435-49.

 4.  Macken E, Gevers AM, Hendrickx A et al.  Midazol‑
am versus diazepam in lipid emulsion as conscious 
sedation for colonoscopy with or without reversal of 
sedation with flumazenil .  Gastrointest Endosc 
1998；47：57-61.

 5.  Zakko SF, Seifert HA, Gross JB.  A comparison of 
midazolam and diazepam for conscious sedation dur‑
ing colonoscopy in a prospective double-blind study.  
Gastrointest Endosc 1999；49：684-9.

CQ１４：鎮静下内視鏡においてベンゾジアゼピン系薬剤の推奨量を超えても適切な鎮静深度が得られな
い場合の対応は？
ステートメント １４：

ベンゾジアゼピン系薬剤のみを使用している場合は鎮痛薬（ペチジン塩酸塩，ペンタゾシン）の追加
を検討する．脱抑制と思われる状態を認めた場合は拮抗薬を投与し覚醒下での施行または検査・処置
の延期を検討する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9 　
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：D

解説：
　海外においては侵襲的な内視鏡時などに麻酔科
医や麻酔看護師などが鎮静のコントロールを行う
ことが一般的である．しかし，本邦では内視鏡時
に鎮静を行うことは，そのための人的リソースを
独立して確保する診療報酬上の裏付けに乏しく，
また薬剤の選択についても保険適用となっている
薬剤はデクスメデトミジン塩酸塩のみであるた
め，多くの困難を伴っているのが現状である．
　鎮静不良の大部分は内視鏡検査・治療の際の違
和感・疼痛などへの対策が不十分であることが原
因である．文献的な検討でもベンゾジアゼピン単
独投与群とベンゾジアゼピンにペチジン塩酸塩や
ペンタゾシンなどの鎮痛薬を追加した群による比
較において鎮痛薬の併用が有用であるとの結
果1）～3） が多い．ただし，鎮静薬および鎮痛薬の過

量投与は上気道閉塞および呼吸抑制を引き起こし
うるため，薬剤投与を追加しようとする前後には
呼吸状態の断続的な監視が必要である．
　鎮痛薬以外には，上部内視鏡検査・治療におい
てドロペリドールをミダゾラム・ペチジン塩酸塩
と併用することで鎮静の質が上がったという報
告4），5） があるが，QT 延長などの循環器系副作用も
あり，本邦ではドロペリドールの鎮静への使用は
一般的ではなく，薬剤の適応としても使用は難し
い可能性が高い．その他にベンゾジアゼピン系薬
剤との同時使用が推奨できる薬剤は文献的には見
つけられない．
　脱抑制が発生した場合は，ベンゾジアゼピン系
薬剤による鎮静を中止し拮抗薬を速やかに使用す
ることが望ましい6）．覚醒下で検査・処置を続行
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することが可能かどうか検討し，別の鎮静方法を
伴う施行が必要であればいったん中止として別の
日に延期するほうが安全であると考えられる．
　ベンゾジアゼピン系の代替として検討できる鎮
静用薬剤としては，デクスメデトミジン塩酸塩と
プロポフォールが挙げられる．
　まず，デクスメデトミジン塩酸塩は保険適用と
して「局所麻酔下における非挿管での手術および
処置時の鎮静」が追加で認められており，呼吸抑
制も少ない．高価であり持続投与が必要なため内
視鏡検査での使用は困難と思われるが，長時間か
かる内視鏡治療などでは選択肢に入る可能性があ
る．
　次に，プロポフォールの使用は保険の適用外と
なるため慎重に選択される必要がある．単回投与
では不安定な鎮静状態が発生しやすいと考えられ
るため持続投与を原則とすべきである．
　いずれも，ベンゾジアゼピン系薬剤とその他の
鎮静用薬剤との併用では過鎮静による偶発症増加
のリスクがあり，フルマゼニルによるベンゾジア
ゼピン系薬剤のリバースを常に考慮すべきである．
　鎮静が困難な患者（特に循環器や呼吸器の合併
症などを持つ患者）については，鎮静における薬
剤の選択や挿管を伴う全身麻酔下での処置を行う
べきかどうか，麻酔科医へコンサルトすることも
考慮されたい．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“endoscopy” or “endoscopic”） and “benzodiaze‑
pine” and “insufficient sedation” and （“disinhibi‑
tion” or “paradoxical reaction” or “paradoxical ef‑

fect”）のキーワードを用いて検索をかけた結果 92
編の論文がヒットし，うちメタアナリシス／シス
テマティックレビュー／診療ガイドライン 10 編，
臨床試験 26 編，その他の臨床研究／疫学研究 51
編，比較対照試験 5 編であった．スクリーニング
の後，RCT 4 編など，計 6 編の関連文献を引用し
た．

文　献

 1.  Terui T, Inomata M.  Administration of additional 
analgesics can decrease the incidence of paradoxical 
reactions in patients under benzodiazepine-induced 
sedation during endoscopic transpapillary proce‑
dures : prospective randomized controlled trial.  Dig 
Endosc 2013；25：53-9.

 2.  Yüksel O, Parlak E, Köklü S et al.  Conscious seda‑
tion during endoscopic retrograde cholangiopancreat
ography : midazolam or midazolam plus meperidine? 
Eur J Gastroenterol Hepatol 2007；19：1002-6.

 3.  Dzeletovic I, Harrison ME, Crowell MD et al.  Im‑
pact of fentanyl in lieu of meperidine on endoscopy 
unit efficiency : a prospective comparative study in 
patients undergoing EGD.  Gastrointest Endosc 
2013；77：883-7.

 4.  Cohen J, Haber GB, Dorais JA et al.  A randomized, 
double-blind study of the use of droperidol for con‑
scious sedation during therapeutic endoscopy in diffi‑
cult to sedate patients.  Gastrointest Endosc 2000；
51：546-51.

 5.  Barthel JS, Marshall JB, King PD et al.  The effect of 
droperidol on objective markers of patient coopera‑
tion and vital signs during esophagogastroduodenos‑
copy : a randomized, double-blind, placebo-controlled, 
prospective investigation.  Gastrointest Endosc 
1995；42：45-50.

 6.  Tae CH, Kang KJ, Min BH et al.  Paradoxical reac‑
tion to midazolam in patients undergoing endoscopy 
under sedation : Incidence, risk factors and the effect 
of flumazenil.  Dig Liver Dis 2014；46：710-5.

CQ１５：経口的な内視鏡時に鎮静薬に加えて鎮痛薬の使用は有用か？
ステートメント １５：

ERCPにおいて，鎮静薬に加えて鎮痛薬の使用は有用である．その他の内視鏡においては，鎮静薬に
加えて鎮痛薬の使用は有用な場合もある．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 5 ，最高値 9 　
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：B

解説：
1 ） 高侵襲度経口的内視鏡：ERCP，食道拡張術，

食道胃十二指腸 ESD，胃瘻造設術，経口小腸
内視鏡，interventional EUS，小腸内視鏡下
ERCP など
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（ア）鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬の比較試験
　ERCP を対象とした鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬の
比較試験は，RCT が 4 つ1）～4） 報告されており，ミ
ダゾラムとミダゾラム＋ペチジン塩酸塩の比較が
1 つ1），ミダゾラムとミダゾラム＋ペンタゾシン
の比較が 1 つ2），プロポフォールとプロポフォー
ル＋フェンタニルの比較が 2 つ3），4） である．完遂
率・鎮静深度は両群で同等1）～4），循環系1），3），4）・呼
吸系1）～4） など偶発症も両群で同等であった．痛み
は併用群で少なく1），3），4），患者満足度は同等4） また
は併用群が高かった1）．術者満足度も同等3），4） ま
たは併用群のほうが高かった1），2）．ERCP では，痛
みが併用群で少ないこと，患者および術者の満足
度が高くなる可能性があること，コストも高価で
はないこと等から，鎮痛薬併用は有用である．一
方で，RCT に参加した被験者の多くは 80 歳未満
かつ ASA-PS 分類Ⅱ以下（Table １１）であった
ことから，超高齢者や ASA-PS 分類Ⅲ以上の患者
では慎重な対応が必要である．
　ERCP 以外の検査・治療を対象とした鎮静薬と
鎮静薬＋鎮痛薬の比較試験はない．疼痛や苦痛が
強い，あるいは長時間に及ぶ内視鏡では鎮静薬に
加えて鎮痛薬併用も選択肢となる．

（イ）鎮痛薬間の比較試験
　現在本邦における内視鏡で主に使用されている
鎮痛薬はペチジン塩酸塩，フェンタニル，ペンタ
ゾシンと思われる．ERCP を対象とした，鎮静薬
＋鎮痛薬を使用する状況で鎮痛薬を比較した試験
は RCT が 1 つ存在し，プロポフォール＋ペチジ
ン塩酸塩とプロポフォール＋フェンタニルの比較
である5）．完遂率・施行時間・リカバリールーム
滞在時間・呼吸循環系の偶発症・患者満足度・術
者満足度などはいずれも同等であった．プロポフ
ォールの使用量はフェンタニル併用群で少なかっ
た．プロポフォール使用量の観点からは，フェン
タニルのほうがより安全となる可能性はある．ペ
ンタゾシンを他と比較した試験はない．
2 ） 中侵襲度経口的内視鏡：食道胃 EMR，食道

ステント留置，食道胃静脈瘤治療，消化管止
血術，焼灼術，EUS-FNA など

　これらを対象とした鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬の
比較試験はない．短時間で比較的疼痛の少ない検
査・治療では鎮静薬のみでも施行可能と思われる
が，鎮痛薬併用も選択肢となる．

3 ） 低侵襲度経口的内視鏡：上部内視鏡検査（生
検含む），診断的 EUS

（ア）鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬の比較試験
　上部内視鏡検査を対象とした鎮静薬と鎮静薬＋
鎮痛薬の比較試験は RCT が 5 つ6）～10） 報告されて
おり，ミダゾラムとミダゾラム＋ペチジン塩酸塩
の比較が 3 つ6）～8），ミダゾラムとミダゾラム＋フェ
ンタニルの比較が 1 つ9），ミダゾラムとミダゾラ
ム＋ナルブフィン（本邦では用いられていないオ
ピオイド性鎮痛薬）の比較が 1 つ10） である．鎮静
薬としてプロポフォールを使用した RCT や，鎮
痛薬としてペンタゾシンを使用した RCT はな
い．完遂率・呼吸循環系などの偶発症・患者満足
度は両群で同等であった6）～10）．術者満足度は併用
群のほうが高いという報告が多かった6），7），9），10）．上
部内視鏡検査では，鎮静薬のみで施行可能なこと
が多いが，術者満足度が高くなる可能性があるこ
と，コストが高価ではないこと等から，鎮痛薬併
用も選択肢となる．一方で，RCT に参加した被験
者の多くは 80 歳未満かつ ASA-PS 分類Ⅱ以下で
あったことから，超高齢者や ASA-PS 分類Ⅲ以上
の患者では慎重な対応が必要である．
　診断的 EUS を対象とした鎮静薬と鎮静薬＋鎮
痛薬の比較試験はない．鎮静薬のみで施行可能な
ことも多いが，EUS 専用スコープは口径が太くや
や苦痛が大きいと思われることから，鎮痛薬併用
も選択肢となる．

（イ）鎮痛薬間の比較試験
　上部内視鏡検査を対象とした，鎮静薬＋鎮痛薬
を使用する状況で鎮痛薬を比較した試験は 3 つ報
告されている11）～13）．11），12）はいずれも小規模
な RCT で，ミダゾラム＋ペチジン塩酸塩とミダ
ゾラム＋フェンタニルを比較している．両試験で
検査時間・患者満足度・偶発症は両群で同等であ
った．13）は RCT ではないが 1,963 人と比較的大
規模な前向き観察研究で，ミダゾラム＋ペチジン
塩酸塩とミダゾラム＋フェンタニルを比較してい
る．完遂率・術者満足度は同等だが，鎮静導入開
始からリカバリールーム退室までの時間はフェン
タニル群で有意に短く（79.8 分 vs. 69.7 分，P＜
0.001），特に鎮静導入開始から検査開始までの時
間およびリカバリールーム滞在時間が短かった．
これらから，ペチジン塩酸塩とフェンタニルでは，
完遂率・安全性（偶発症）・患者満足度・術者満足
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度は同等と思われる．検査室の回転率はフェンタ
ニルのほうが高くなる可能性がある．ペンタゾシ
ンを他と比較した試験はない．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（“endoscopy” or “endoscopic” or “ERCP” or 
“EMR” or “ESD” or “EUS” or “endoscopic thera‑
py”） and （“sedation” or “anesthesia” or “benzodi‑
azepine” or “midazolam” or “propofol” or “dexme‑
detomidine”） and （“analgesia” or “opioid” or 
“opiate” or “narcotic”） and （“meta-analysis” or 
“randomized controlled” or “RCT”） not （“colo‑
noscopy”）のキーワードを用いて検索をかけた結
果 424 編の論文がヒットし，うちメタアナリシス／
システマティックレビュー／診療ガイドライン
41 編，臨床試験 182 編，その他の臨床研究／疫学
研究 189 編，比較対照試験 12 編であった．スク
リーニングの後，RCT 12 編など，計 13 編の関連
文献を引用した．
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CQ１６：経肛門的な内視鏡時に鎮静薬に加えて鎮痛薬の使用は有用か？
ステートメント １６：

経肛門的な内視鏡においては，鎮静薬に加えて鎮痛薬の使用は有用な場合もある．
修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9

推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：C

解説：
1 ） 高侵襲度経肛門的内視鏡：大腸 ESD，大腸ス

テント留置術，消化管拡張術，小腸内視鏡（処
置含む）など

　これらを対象とした，鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬
の比較試験はない．疼痛や苦痛が強い，あるいは
長時間に及ぶ内視鏡では鎮静薬に加えて鎮痛薬併
用も選択肢となる．
2 ） 中侵襲度経肛門的内視鏡：大腸 EMR，消化

管止血術，焼灼術など
　これらを対象とした，鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬
の比較試験はない．短時間で比較的疼痛の少ない
内視鏡治療では鎮静薬のみでも施行可能と思われ
るが，鎮痛薬併用も選択肢となる．
3 ） 低侵襲度経肛門的内視鏡：大腸内視鏡検査（生

検，ポリペクトミー含む），大腸 EUS（FNA
含む）

（ア）鎮静薬と鎮静薬＋鎮痛薬の比較試験
　大腸内視鏡検査を対象とした，鎮静薬と鎮静薬
＋鎮痛薬の比較試験は，RCT が 7 つ1）～7） 報告され
ており，ミダゾラムとミダゾラム＋ペチジン塩酸
塩の比較が 2 つ1），2），ミダゾラムとミダゾラム＋フ
ェンタニルの比較が 1 つ3），ジアゼパムとジアゼ
パム＋ペチジン塩酸塩の比較が 1 つ4），プロポフ
ォールとプロポフォール＋ペチジン塩酸塩の比較
が 1 つ5），プロポフォールとプロポフォール＋フ
ェンタニルの比較が 2 つ6），7） である．鎮痛薬とし
てペンタゾシンを使用した試験はない．完遂率・
患者満足度は両群で同等であった1）～7）．偶発症
は，循環系は両群で同等という報告が多く1）～3），5），6），
呼吸系は両群で同等2），3），5），6） または併用群で少な
かった1），7）．術者満足度は両群で同等1），4），6），7） また
は併用群のほうが高かった3），5）．鎮静薬の使用量
は同等4） または併用群のほうが少なく5）～7），リカ
バリールーム滞在時間も同等2） または併用群のほ
うが短かった5），6）．大腸内視鏡検査では，鎮静薬の
みで施行可能なことも多いが，疼痛を伴う頻度が

高くなること，術者満足度や検査室の回転率が高
くなる可能性があること，コストが高価ではない
こと等から，鎮痛薬併用も選択肢となる．一方で，
RCT に参加した被験者の多くは 80 歳未満かつ
ASA-PS 分類Ⅱ以下（Table １１）であったことか
ら，超高齢者や ASA-PS 分類Ⅲ以上の患者では慎
重な対応が必要である．
　大腸 EUS（FNA 含む）を対象とした，鎮静薬
と鎮静薬＋鎮痛薬の比較試験はない．鎮静薬のみ
でも施行可能と思われるが，鎮痛薬併用も選択肢
となる．

（イ）鎮痛薬間の比較試験
　現在本邦における内視鏡で主に使用されている
鎮痛薬はペチジン塩酸塩，フェンタニル，ペンタ
ゾシンと思われる．大腸内視鏡検査を対象とし
て，鎮静薬＋鎮痛薬を使用する状況で，ペチジン
塩酸塩とフェンタニルを比較したアームのある試
験は 3 つある8）～10）．ペンタゾシンを他と比較し
た試験はない．スフェンタニル11），12），アルフェン
タニル13）～17），レミフェンタニル18），19），ケタミ
ン13），20），ナルブフィン11），パラセタモール21），ト
ラマドール19），22） など本邦の大腸内視鏡検査では
一般的ではない鎮痛薬を比較した試験も存在す
る． 8 ）～10）はいずれもミダゾラム＋ペチジン
塩酸塩とミダゾラム＋フェンタニルを比較した
RCT である．安全性・術者満足度は同等であっ
た8）～10）．患者の痛みは，両群で同等という報告8），10）

と，ペチジン塩酸塩群のほうが少ないという報
告9） があった．リカバリールーム滞在時間はいず
れもフェンタニル群のほうが短かった．これらか
ら，ペチジン塩酸塩とフェンタニルでは，安全性

（偶発症）・患者満足度・術者満足度はほぼ同等と
思われる．検査室の回転率はフェンタニルのほう
が高くなる可能性がある．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
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Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
（“endoscopy” or “colonoscopy” or “endoscopic” or 
“EMR” or “ESD” or “EUS” or “endoscopic thera‑
py”） and （“sedation” or “anesthesia” or “benzodi‑
azepine” or “midazolam” or “propofol” or “dexme‑
detomidine”） and （“analgesia” or “opioid” or 
“opiate” or “narcotic”） and （“meta-analysis” or 
“randomized controlled” or “RCT”） not （“ERCP”）
のキーワードを用いて検索をかけた結果 468 編の
論文がヒットし，うちメタアナリシス／システマ 
ティックレビュー／診療ガイドライン 33 編，臨床
試験 221 編，その他の臨床研究／疫学研究 186 編，
比較対照試験 28 編であった．スクリーニングの
後，RCT 3 編，診療ガイドライン 21 編など，計
22 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Froehlich F, Thorens J, Schwizer W et al.  Sedation 
and analgesia for colonoscopy : patient tolerance, 
pain, and cardiorespiratory parameters.  Gastrointest 
Endosc 1997；45：1-9.

 2.  Cinar K, Yakut M, Ozden A.  Sedation with midazol‑
am versus midazolam plus meperidine for routine 
colonoscopy : a prospective, randomized, controlled 
study.  Turk J Gastroenterol 2009；20：271-5.

 3.  Wang F, Shen SR, Xiao DH et al.  Sedation, analgesia, 
and cardiorespiratory function in colonoscopy using 
midazolam combined with fentanyl or propofol.  Int J 
Colorectal Dis 2011；26：703-8.

 4.  Rembacken BJ, Axon AT.  The role of pethidine in 
sedation for colonoscopy.  Endoscopy 1995；27：244-7.

 5.  Hsieh YH, Chou AL, Lai YY et al.  Propofol alone 
versus propofol in combination with meperidine for 
sedation during colonoscopy.  J Clin Gastroenterol 
2009；43：753-7.

 6.  VanNatta ME, Rex DK.  Propofol alone titrated to 
deep sedation versus propofol in combination with 
opioids and/or benzodiazepines and titrated to mod‑
erate sedation for colonoscopy.  Am J Gastroenterol 
2006；101：2209-17.

 7.  Doğanay G, Ekmekçi P, Kazbek BK et al.  Effects of 
alfentanil or fentanyl added to propofol for sedation 
in colonoscopy on cognitive functions : Randomized 
controlled trial.  Turk J Gastroenterol 2017；28：
453-9.

 8.  Chokhavatia S, Nguyen L, Williams R et al.  Sedation 
and analgesia for gastrointestinal endoscopy.  Am J 
Gastroenterol 1993；88：393-6.

 9.  Robertson DJ, Jacobs DP, Mackenzie TA et al.  Clini‑
cal trial : a randomized, study comparing meperidine 

（pethidine） and fentanyl in adult gastrointestinal en‑
doscopy.  Aliment Pharmacol Ther 2009；29：817-23.

10.  Hayee B, Dunn J, Loganayagam A et al.  Midazolam 
with meperidine or fentanyl for colonoscopy : results 
of a randomized trial.  Gastrointest Endosc 2009；
69：681-7.

11.  Deng C, Wang X, Zhu Q et al.  Comparison of nalbu‑
phine and sufentanil for colonoscopy : A randomized 
controlled trial.  PLoS One 2017；12：e0188901.  
Publication Date : 12 Dec 2017 ; DOI : 10.1371/journal.
pone.0188901.

12.  Akarsu Ayazoğlu T, Polat E, Bolat C et al.  Compari‑
son of propofol-based sedation regimens adminis‑
tered during colonoscopy.  Rev Med Chil 2013；
141：477-85.

13.  Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O et al.  Ketamine 
versus alfentanil combined with propofol for sedation 
in colonoscopy procedures : a randomized prospec‑
tive study.  Turk J Gastroenterol 2014；25：644-9.

14.  Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O et al.  Sedation-an‑
algesia in elective colonoscopy : propofol-fentanyl 
versus propofol-alfentanil .  Braz J Anesthesiol 
2013；63：352-7.

15.  Ho WM, Yen CM, Lan CH et al.  Comparison be‑
tween the recovery time of alfentanil and fentanyl in 
balanced propofol sedation for gastrointestinal and 
colonoscopy : a prospective, randomized study.  BMC 
Gastroenterol 2012；12：164.

16.  Usta B, Türkay C, Muslu B et al.  Patient-controlled 
analgesia and sedation with alfentanyl versus fentan‑
yl for colonoscopy : a randomized double blind study.  
J Clin Gastroenterol 2011；45：e72-5.  Publication 
Date : Aug 2011 ;  DOI : 10.1097/MCG.0b013e3182 
01fbce.

17.  Holloway AM, Logan DA.  Pain relief for outpatient 
colonoscopy : a comparison of alfentanil with fentanyl.  
Anaesth Intensive Care 1990；18：210-3.

18.  Fanti L, Agostoni M, Gemma M et al.  Remifentanil 
vs.  meperidine for patient-controlled analgesia dur‑
ing colonoscopy : a randomized double-blind trial.  
Am J Gastroenterol 2009；104：1119-24.

19.  Arici G, Kayacan N, Dincer D et al.  Remifentanil/
midazolam versus tramadol/midazolam use for colo‑
noscopy.  Hepatogastroenterology 2003；50 （Suppl 
2 ）: cclxxxiii-vi.

20.  Khajavi M, Emami A, Etezadi F et al.  Conscious Se‑
dation and Analgesia in Colonoscopy : Ketamine/Pro‑
pofol Combination has Superior Patient Satisfaction 
Versus Fentanyl/Propofol.  Anesth Pain Med 2013；
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CQ１７：内視鏡におけるプロポフォールの有用性は何か？
ステートメント １７：

適切なモニタリング下で使用されれば偶発症は増加せず，回復・離床時間が短く，長時間手技の中断
率が低く，医師・看護師・患者満足度が高い点である．

修正 Delphi 法による評価：中央値 9 ，最低値 7 ，最高値 9 　
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：A

解説：
　プロポフォールが本邦で使用されるようになっ
て 20 年以上が経過し，閉鎖循環式全身麻酔ではか
なり普及している．プロポフォールは覚醒の質が
よいことが特徴で，これが一部の施設で内視鏡検
査に使用されている理由ともいえる．しかし，「内
視鏡診療における鎮静に関するガイドライン」（初
版）におけるプロポフォールに関する記述は限定
的であり，保険収載の問題や安全性の面から日本
では内視鏡の鎮静で用いられることは一般的では
ない．ゆえに日本人を対象としたプロポフォール
に関する報告も必然的に限られてくることは先に
述べておく．
　一方，内視鏡におけるプロポフォールによる鎮
静に関する多くの RCT，メタアナリシスが存在す
る．多くは海外からの報告であり，上部内視鏡検
査に関する報告は非常に限定的である．今回のガ
イドラインにおける CQ 17 では，プロポフォール
と既存の鎮静薬・鎮痛薬を比較した論文を主に検
討した．プロポフォール vs. プロポフォール＋他
薬といった上乗せ効果を見た RCT，メタアナリシ
スは取り上げなかった．なお，“ 既存の鎮静薬・
鎮痛薬 ” とはベンゾジアゼピン系薬剤（ミダゾラ
ム，ジアゼパム等）やオピオイド性鎮痛薬（レミ
フェンタニールやペチジン塩酸塩等）を指す．
　上部内視鏡検査，大腸内視鏡検査，ERCP/EUS
の 3 群に大別して行われたプロポフォールと既存
の鎮静薬を比較したメタアナリシスでは，大腸内
視鏡検査では低血圧や低酸素血症の偶発症をプロ
ポフォールで有意に減らすことが報告されたが，
上部内視鏡検査，ERCP/EUS では有意差はなかっ
たと報告されている1）．この違いは挿入ルートの
違いが関与していると思われる．近年，大腸内視
鏡検査に限定したメタアナリシスが報告されてお
り2），鎮静到達時間，回復時間，離床時間，離院
時間のいずれも有意に短縮され，偶発症の増加は

なかったと報告されている．ERCP については 6
編の RCT のメタアナリシスが報告されており3），
低血圧，低酸素血症の頻度に有意差はなく，回復
時間の短縮が有意に認められたと報告されてい
る．近年では ERCP，EUS，DBE といった先進的
内視鏡に関するメタアナリシスも報告されてい
る． 9 編の RCT のメタアナリシスでは4），低酸素
血症，低血圧，手技時間には差はないものの，回
復時間の有意な短縮が報告されている．ESD に関
してもメタアナリシスが存在し， 3 つの RCT が
解析されている5）．RCT はすべて本邦からの報告
であり，プロポフォールは不穏（体動にて手技の
中断を余儀なくされたものと定義）の頻度が有意
に少なく，術後 1 時間の完全覚醒率が有意に高か
ったと報告されており，低酸素血症，血圧低下で
は各々の RCT で定義が異なるものの有意差はな
かったと報告されている．また，従来の鎮静薬で
は不穏の問題などで鎮静に難渋することが多かっ
た食道 ESD に関する RCT も本邦から報告され
ており6），低血圧の頻度はプロポフォール群で多
かったものの，低酸素血症や徐脈は両群で有意差
はなく，ミダゾラム単独群では 37.9％の手技中断
がみられたが，プロポフォール群では手技の中断
率が 0％であったと報告されており，医師，看護
師の満足度も高かったと報告されている．
　高齢者に対するプロポフォールの有用性に関し
ては，80 歳以上の高齢者を対象とした RCT が治
療 ERCP の分野から報告されている7）．回復時間
はプロポフォールで有意に短かったと報告されて
いるが，偶発症（低血圧，低酸素血症，徐脈，頻
脈）に両群に差はなく，内視鏡医と看護師の満足
度にも差がなかったと報告されており，高齢者に
おいてはミダゾラムを基本とする鎮静でもよいと
結論付けられている．
　以上より既存の鎮静薬・鎮痛薬と比較したとき
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のプロポフォールの優位性は， 1 ）回復時間や離
床時間がプロポフォールで短い， 2 ）患者・看護
師・医師満足度はプロポフォールで高いが，高齢
者では差はない， 3 ）ESD のような長時間手技に
おいては中断時間が少ないということになる．し
かし，CQ 18 にも共通するが，気道確保に十分修
練を積んだ者による使用が推奨されていることを
付記しておく．プロポフォールによる鎮静が内視
鏡室で非麻酔科医によって安全に行えるかどうか
は，現時点での日本の医療現場，教育体制および
現状の医療制度，医療政策では明言はできない．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
propofol ［mesh］ and endoscopy, digestive sys‑
tem ［mesh］ and （diagnosis ［mesh］ OR thera‑
peutics ［mesh］ OR therapy ［mesh］） and human 

［mesh］ and （English ［LA］ OR Japanese ［LA］） 
and （Outcome and Process Assessment ［mesh］ 
OR Safety［mesh］）のキーワードを用いて検索を
かけた結果 538 編の論文がヒットし，うちメタア
ナリシス／システマティックレビュー／診療ガイ
ドライン 68 編，臨床試験 187 編，その他の臨床研
究／疫学研究 141 編，比較対照試験 142 編であっ
た．スクリーニングの後，RCT 1 編，メタアナリ

シス 5 編など，計 7 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Qadeer MA, Vargo JJ, Khandwala F et al.  Propofol 
versus traditional sedative agents for gastrointesti‑
nal endoscopy : a meta-analysis.  Clin Gastroenterol 
Hepatol 2005；3：1049-56.

 2.  Zhang W, Zhu Z, Zheng Y.  Effect and safety of pro‑
pofol for sedation during colonoscopy : A meta-analy‑
sis.  J Clin Anesth 2018；51：10-8.

 3.  Bo LL, Bai Y, Bian JJ et al .  Propofol vs tradi ‑
tional sedative agents for endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography : a meta-analysis.  World J 
Gastroenterol 2011；17：3538-43.

 4.  Sethi S, Wadhwa V, Thaker A et al.  Propofol versus 
traditional sedative agents for advanced endoscopic 
procedures : a meta-analysis.  Dig Endosc 2014；
26：515-24.  

 5.  Nishizawa T, Suzuki H, Matsuzaki J et al.  Propofol 
versus traditional sedative agents for endoscopic 
submucosal dissection.  Dig Endosc 2014；26：701-6.

 6.  Ominami M, Nagami Y, Shiba M et al.  Comparison 
of propofol with midazolam in endoscopic submuco‑
sal dissection for esophageal squamous cell carcino‑
ma : a randomized controlled trial.  J Gastroenterol 
2018；53：397-406.

 7.  Han SJ, Lee TH, Park SH et al.  Efficacy of midazol‑
am- versus propofol-based sedations by non-anes‑
thesiologists during therapeutic endoscopic retro‑
grade cholangiopancreatography in patients aged 
over 80 years.  Dig Endosc 2017；29：369-76.

CQ１８：内視鏡室での非麻酔科医によるプロポフォールの使用は可能か？
ステートメント １８：

鎮静深度に十分注意しASA-PS分類ⅠまたはⅡの患者に限れば，気道確保などの訓練を受けた医師
によるプロポフォール使用は可能である．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 5 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：A

解説：
　この CQ は麻酔科医による鎮静と麻酔科医以外
による鎮静を比較した論文から作成した．非麻酔科
医によるプロポフォール管理の位置付けについて
は The American Association for the Study of liver 
Disease，American College of Gastroenterology，
American Gastroenterological Association，American 
Society for Gastrointestinal Endoscopy の合同声
明があり1），麻酔科医以外のプロポフォール鎮静は
non-anesthesiologist administration of propofol

（NAAP）と記載されており，non-anesthesia provider- 
administered propofol，nurse-administered pro‑
pofol sedation（NAPS）等の用語も非麻酔科医に
よるプロポフォール鎮静として同義語として扱っ
た．
　スクリーニング上部・大腸内視鏡検査に限定し
た内視鏡医と麻酔科医によるプロポフォール投与
を比較したメタアナリシスが存在する．多くの論
文が ASA-PS 分類ⅠまたはⅡ（Table １１）の低
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リスク患者が多くを占めていた．内視鏡医による
プロポフォール投与群では，徐脈になる頻度は有
意に高いが，気道確保処置の頻度や低血圧の頻度
は増加しないと報告されている．内視鏡医でプロ
ポフォールの使用量が有意に少なく，検査の記憶
の頻度は内視鏡医によるプロポフォール投与のほ
うが有意に高かったとされている2）．
　侵襲性の高い内視鏡手技においては，16 編の
NAAP と 10 編 の anesthesia provider-adminis‑
tered propofol（AAP）の RCT によるメタアナリ
シスが報告されている．低酸素血症の頻度は両群
で同等であるが，気道確保処置を必要とした比率
は NAAP に比較して AAP で高かったと報告さ
れている．しかし，プロポフォール使用量は前述
したメタアナリシスと同様に，AAP 群でより多
くの使用量であったと報告されており，患者と内
視鏡医の満足度はともに AAP によるプロポフォー
ル投与のほうが優れていたと報告されている3）．
　プロポフォールと既存の鎮静薬とで呼吸循環器
系の偶発症を比較したメタアナリシスにおけるサ
ブグループ解析では，消化器内科医師による麻酔，
消化器内視鏡医師の指導のもと内視鏡看護師（en‑
doscopy nurse）により行われた麻酔と麻酔科医，
ICU 専属医による麻酔とで比較・解析が行われ，
呼吸循環器系の偶発症に関しては麻酔科医や
ICU 専属医と比べても消化器内視鏡医，または消
化器内視鏡医師の指導のもと内視鏡看護師により
行われた鎮静でも偶発症に違いはなかったと報告
されている4）．
　治療域の狭いプロポフォールを麻酔科医以外が
安全に投与するためにはいろいろな支援機器を用
いることも重要であると考えられるため，いくつ
かの RCT を紹介する．Target controlled infusion

（TCI）ポンプを使用した NAAP によるプロポ 
フォールによる鎮静とミダゾラムによる鎮静と
を，大腸内視鏡検査と上部内視鏡検査について
各々double-blind で比較検討した RCT が報告さ
れている5）．大腸内視鏡検査ではプロポフォール
群で離院時間が有意に短く，医者・患者満足度と
もに有意にプロポフォールが高い結果であった一
方で，上部内視鏡検査では，患者・医師満足度は
両方でプロポフォールが有意に高い結果であった
が，離院時間には有意な差はなく，プロポフォー
ル鎮静群のほうが次回も同じ鎮静を希望したと報

告されている．この結果からは TCI ポンプを用
いたときに NAAP によるプロポフォール鎮静で
は経口挿入と経肛門挿入で鎮静効果に差があるこ
とを示唆している．カプノグラフィーの有用性に
ついて検討した RCT も存在する．ERCP におけ
るカプノグラフィー使用した群と使用しなかった
群で比較したときに酸素飽和度低下に差はみられ
なかったが，15 秒以上の無呼吸の検出率がカプ
ノグラフィー群で有意に高かった（64.5％ vs. 6.0
％，P＜0.001）と報告されている6）．
　以上より， 1 ）ASA-PS 分類ⅠまたはⅡでの非
麻酔科医によるプロポフォール管理の安全性につ
いては麻酔科医によるプロポフォール管理と同等
であり， 2 ）プロポフォールの使用量は麻酔科医
で多いが deep sedation には優れているというこ
とになる．特に ASA-PS 分類Ⅲ以上の患者に関
しては麻酔科医管理下のプロポフォールを推奨す
る．しかし，内視鏡における NAAP によるプロ
ポフォール投与に関するガイドライン7） が存在す
る欧米に比較すると，本国では非麻酔科医がプロ
ポフォールを安全に使用するための教育システム
や指針がないため，現時点で本邦でも同様に安全
に施行できるか明言はできない．

　今回の文献抽出については，CQ 17 の検索結果
を使用した．538 編の論文をスクリーニング後，
RCT 2 編，診療ガイドライン 2 編，メタアナリシ
ス 3 編の計 7 編の関連文献を引用した．

文　献

 1.  Vargo JJ, Cohen LB, Rex DK et al.  Position state‑
ment : Nonanesthesiologist administration of propofol 
for GI endoscopy.  Gastroenterology 2009；137：
2161-7.

 2.  Daza JF, Tan CM, Fielding RJ et al.  Propofol admin‑
istration by endoscopists versus anesthesiologists in 
gastrointestinal endoscopy : a systematic review and 
meta-analysis of patient safety outcomes.  Can J 
Surg 2018；61：226-36.

 3.  Goudra BG, Singh PM, Gouda G et al.  Safety of non-
anesthesia provider-administered propofol （NAAP） 
sedation in advanced gastrointestinal endoscopic 
procedures : comparative meta-analysis of pooled re‑
sults.  Dig Dis Sci 2015；60：2612-27.  Erratum 
in : Dig Dis Sci 2015；60：3151.

 4.  Wadhwa V, Issa D, Garg S et al.  Similar risk of car‑
diopulmonary adverse events between propofol and 
traditional anesthesia for gastrointestinal endosco‑
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py : a systematic review and meta-analysis.  Clin 
Gastroenterol Hepatol 2017；15：194-206. 

 5.  Fanti L, Gemma M, Agostoni M et al.  Target Con‑
trolled Infusion for non-anaesthesiologist propofol se‑
dation during gastrointestinal endoscopy : The first 
double blind randomized controlled trial.  Dig Liver 
Dis 2015；47：566-71.

 6.  Klare P, Reiter J, Meining A et al.  Capnographic 
monitoring of midazolam and propofol sedation dur‑

ing ERCP : a randomized controlled study （Endo‑
Breath Study）．Endoscopy 2016；48：42-50.

 7.  Dumonceau JM, Riphaus A, Schreiber F et al.  Non-
anesthesiologist administration of propofol for gastro‑
intestinal endoscopy : European Society of Gastroin‑
t e s t i n a l  E n d o s c o p y ,  E u r o p e a n  S o c i e t y  o f 
Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associ‑
ates Guideline--Updated June 2015.  Endoscopy 
2015；47：1175-89.

CQ１９：デクスメデトミジン塩酸塩は長い鎮静が必要となる内視鏡治療時の鎮静に有用か？
ステートメント １９：

長い鎮静が必要となる内視鏡治療時の鎮静に有用である．
修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 7 ，最高値 9

推奨の強さ： 1 ，エビデンスの質（強さ）：B

解説：
　内視鏡治療には様々な手技があり，疼痛を伴う
頻度，治療の難易度により治療時間が異なるため，
内視鏡治療の種類によって鎮静の必要性は異な
る．短時間で終了する大腸ポリペクトミーなどの
内視鏡治療では鎮静を行わずに治療遂行が可能で
あり，鎮静は必須ではない．一方で，食道および
胃 ESD や ERCP では疼痛や苦痛を伴うため，安
全かつ安定した状況下で治療遂行するために鎮静
が必要となる．鎮静レベルは中等度鎮静が基本で
あるが，治療上長時間体動なく安定した状態が必
要な症例では全身麻酔も選択肢となりうる．
　デクスメデトミジン塩酸塩はα2 アドレナリン
受容体作動薬であり，脳橋の青斑核や脊髄に作用
して鎮静作用を発現する1）～3）．ミダゾラムなどの
GABA 作動薬とは異なり，デクスメデトミジン塩
酸塩では呼吸抑制がほとんどなく，鎮静作用，鎮
痛作用，交感神経抑制作用を有する4）．
　本邦においては局所麻酔下における非挿管下で
の処置時の鎮静に対して，保険の適用が認められ
ており，内視鏡時の鎮静にも使用されている5）．
なお，添付文書においても，本剤の投与に際して
は非挿管下での鎮静における患者管理に熟練した
医師が，本剤の薬理作用を正しく理解し，患者の
鎮静レベルおよび全身状態を注意深く継続して管
理すること．また，気道確保，酸素吸入，人工呼
吸，循環管理を行えるよう準備をしておくこと．
と明記されている．
　内視鏡におけるデクスメデトミジン塩酸塩とミ

ダゾラムのメタ解析1） では，治療を中断するよう
な体動発生率は，ミダゾラム群に比較し，デクス
メデトミジン塩酸塩群において有意に低かった．
Ramsay 鎮静スコアはミダゾラム群に比べてデク
スメデトミジン塩酸塩群で有意に高かった．低酸
素血症，血圧低下，徐脈などの偶発症に関しては，
両群において有意差は認めなかった．また上部お
よび大腸内視鏡検査において体動発生は両群に有
意差を認めなかったが，長時間を要する内視鏡治
療（ESD，ERCP）においてはデクスメデトミジ
ン塩酸塩により体動が抑制された．
　胃 ESD においては，デクスメデトミジン塩酸塩
群，ミダゾラム群，プロポフォール群の 3 群での
比較で，デクスメデトミジン塩酸塩群において，
体動，治療時間，追加投与したミダゾラム投与量
が有意に減少したと報告されている6）．ERCP で
は，デクスメデトミジン塩酸塩群とデクスメデト
ミジン塩酸塩非投与群の 2 群比較で，酸素飽和度
低下の頻度，ミダゾラム，ペンタゾシンの追加投
与量がデクスメデトミジン塩酸塩群で有意に低かっ
たと報告されている7）．いずれもデクスメデトミ
ジン塩酸塩群では呼吸抑制による検査中止例は 1
例も認めなかった．同様にこれまでの鎮静・鎮痛
薬にデクスメデトミジン塩酸塩を併用投与するこ
とで，鎮静薬の追加投与，全体的な総投与量が減
少し，酸素飽和度低下の頻度が減少することが報
告されている8）～10）．
　これらの報告より，デクスメデトミジン塩酸塩
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は内視鏡（特に 30 分以上の長時間を要する ESD，
ERCP）において，呼吸抑制を増やすことなく，
優れた鎮静効果を有することが示されている．
　しかしながらデクスメデトミジン塩酸塩にはい
くつかのデメリットもあり，交換神経遮断作用に
より，徐脈や血圧低下など循環動態に影響を及ぼ
す副作用があり11），ERCP や食道，胃 ESD におい
てもデクスメデトミジン塩酸塩投与群のほうが血
圧低下，徐脈の頻度が高かったとの報告もあり，
投与時には循環動態に十分注意する必要があ
る2），12），13）．また，10 分間の初期負荷が必要で投
与方法がやや煩雑であり，単剤投与では循環動態
が不安定になること14），他の薬剤よりも高価であ
ることも投与時に考慮する必要がある．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．
“Dexmedetomidine”［MeSH Terms］ AND “Seda‑
tion”［TIAB］ AND “endoscopy”［MeSH Terms］ 
NOT “bronchoscopy”［MeSH Terms］ NOT “lapa‑
roscopy”［MeSH Terms］ NOT “ureteroscopy”

［MeSH Terms］ AND （English［LA］ OR Japa‑
nese［LA］） AND “humans”［MeSH Terms］の
キーワードを用いて検索をかけた結果 126 編の論
文がヒットし，うちメタアナリシス／システマ 
ティックレビュー／診療ガイドライン 12 編，臨床
試験 56 編，その他の臨床研究／疫学研究 20 編，
比較対照試験 38 編であった．スクリーニングの
後，ハンドサーチにて RCT 2 編など 4 編を加え
たうえで，RCT 6 編，メタアナリシス 1 編など，
計 14 編の関連文献を引用した．
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CQ２0：鎮静・鎮痛施行例では拮抗薬の使用を推奨するか？
ステートメント ２0：

ベンゾジアゼピン系薬剤およびオピオイド性鎮痛薬により誘発された呼吸抑制に対する拮抗薬とし
て，それぞれフルマゼニルおよび塩酸ナロキソンの使用を推奨する．

修正 Delphi 法による評価：中央値 8 ，最低値 5 ，最高値 9
推奨の強さ： 2 ，エビデンスの質（強さ）：B

解説：
　フルマゼニルはベンゾジアゼピン系薬剤の拮抗
薬であり，ベンゾジアゼピン系薬剤により誘発さ
れた呼吸抑制の緊急回避および覚醒時全身状態の
早期確認のために有用である．ミダゾラムにより
誘導された呼吸抑制に対する拮抗作用は，フルマ
ゼニル静注後 120 秒には発現し，呼吸抑制をただ
ちに軽減解除させることができる1）～3）．しかし，
フルマゼニルは肝臓で速やかに代謝されるため効
果持続時間が短く，再鎮静に留意する必要がある．
　ただ，ミダゾラム鎮静下で上部内視鏡検査を受
けた 50 症例で，検査後と 30 分後にフルマゼニル
あるいはプラセボを投与したところ，フルマゼニ
ルを投与された症例では，投与 5 分後には記憶力，
精神運動機能，調節機能が著しく改善したもの
の，3.5 時間後の再評価では両群間に差を認めな
かったとの報告4） や，上部内視鏡検査終了 10 分後
にフルマゼニルあるいはプラセボを投与したとこ
ろ，フルマゼニル投与群では有意にリカバリー
ルーム滞在時間は短かったが，それ以外（痛み・
視覚アナログスケールによる満足度・処置の記
憶・精神状態・当日および翌日の不快な症状）に
関しては有意差を認めなかったとの報告もあ
り5），フルマゼニルは呼吸抑制よりもベンゾジア
ゼピンによる鎮静および健忘に対してより強い拮
抗作用を示し6），フルマゼニルの投与は検査後の
患者観察時間の大幅な短縮に有用との報告もあ
る7）．さらにフルマゼニル投与のタイミングに関
しては，内視鏡直後と 15 分後の投与の 2 群間で比
較検討したところ，15 分後投与群が患者の満足
度が高いとの報告があり8），フルマゼニルの投与
は呼吸抑制の速やかな解除のみならず，鎮静や健
忘に対する速やかな回復にも有用であることが示
唆される．
　フルマゼニル使用上の問題は，フルマゼニルの
持続時間がミダゾラムの作用時間より短いことに

より再鎮静が生じる可能性があること1）～3），フル
マゼニルの投与により痙攣発作や不安発作（抗不
安薬の服用者）が誘発される症例があること3） な
どであり，注意を要する．
　塩酸ナロキソンはオピオイド受容体拮抗薬であ
り，肝臓において代謝され，ナロキソン-3-グルク
ロニドになり，オピオイド受容体拮抗作用を発揮
することにより，鎮静，呼吸抑制，胃排出能遅延，
乳頭括約筋収縮，鎮痛などの作用を減弱消失させ
る9）．塩酸ナロキソン使用上の問題は，オピオイ
ド依存性の患者では急性離脱症候群を惹起し，高
血圧，頻脈，心室細動，肺水腫，過呼吸，吐き気，
嘔吐および痙攣などを生じることもあり，塩酸ナ
ロキソン自体により呼吸抑制と鎮静が起こりう
る9）．塩酸ナロキソンの持つ有害作用は潜在的に
生命に危険を及ぼすことから，安易な使用は推奨
されない．

　今回の文献抽出については，database は PubMed，
Cochrane Library および医中誌 Web を用いた．

（endoscopy or Digestive system）and（sedation 
or analgesia）and （Antagonist or reversal agent 
or flumazenil or naloxone） and（usefulness or 
utility or availability）のキーワードを用いて検索
をかけた結果 132 編の論文がヒットし，うちメタア
ナリシス／システマティックレビュー／診療ガイド
ライン 9 編，臨床試験 59 編，その他の臨床研究／
疫学研究 52 編，比較対照試験 12 編であった．ス
クリーニングの後，ハンドサーチにて RCT など
3 編を加えたうえで，RCT 7 編，メタアナリシス
1 編など，計 9 編の関連文献を引用した．
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＜略語一覧＞

略語 英語表記 日本語表記

AAP anesthesia provider-administered propofol
ACLS advanced cardiovascular life support 二次救命処置
ASA American Society of Anesthesiologist 米国麻酔科学会
ASGE American Society for Gastrointestinal Endoscopy 米国内視鏡学会
BLS basic life support 一次救命処置
COPD chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性肺疾患
CQ clinical question クリニカルクエスチョン
DBE double-balloon enteroscopy ダブルバルーン小腸内視鏡
DGVS German Society for Digestive and Metabolic Diseases ドイツ消化器病消化代謝疾患学会
EBM evidence based medicine
EMR endoscopic mucosal resection 内視鏡的粘膜切除術
ERCP endoscopic retrograde cholangiopancreatography 内視鏡的逆行性膵胆管造影法
ESA European Society of Anaesthesiology 欧州麻酔科学会
ESD endoscopic submucosal dissection 内視鏡的粘膜下層剥離術

ESGE/ESGENA
European Society of Gastrointestinal Endoscopy/
European Society of Gastroenterology and 
Endoscopy Nurses and Associates

欧州消化器内視鏡学会/
欧州消化器・内視鏡看護協会

EUS endoscopic ultrasonography 超音波内視鏡検査
EUS-FNA endoscopic ultrasound-fine needle aspiration 超音波内視鏡下穿刺吸引法
FDA Food and Drug Administration 食品医薬品局
FVC forced vital capacity 努力性肺活量
GABA gamma aminobutyric acid ガンマアミノ酪酸
GFR general fertility rate 糸球体濾過量
MPADSS modified post-anesthesia discharge scoring system

MSCGE Multisociety Sedation Curriculum for 
Gastrointestinal Endoscopy

NAAP Non-anesthesiologist administration of propofol
NAPS Nurse-administered propofol sedation
NEP negative expiratory pressure 陰圧呼気圧
OAA/S observer’s assessment of alertness/Sedation
PaCO2 動脈血二酸化炭素分圧
PADSS postanesthetic discharge scoring system
PaO2 動脈血酸素分圧
PS physical status 全身状態
QOL quality of life
RCT randomized controlled trial ランダム化比較試験
SEED Spanish Endoscopy Society スペイン消化器内視鏡学会
TCI target controlled infusion
VAS visual analogue scale 視覚アナログスケール
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